
高知県教育だより 第 41 号（平成 27 年７月発行） 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度から始まった総合教育会議 

平成 27 年 4 月１日に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、各自治体等に首長

と教育委員会による総合教育会議の設置と、首長による「教育等の振興に関する施策の大綱」の策定が義務付

けられました。この「教育等の振興に関する施策の大綱」は、総合教育会議において協議し策定することにな

っています。 

高知県では、４月２３日（木）に第１回総合教育会議を開催し、「教育等の振興に関する施策の大綱」及び「次

期教育振興基本計画」を本年度内に策定すること、また、総合教育会議を下表のスケジュールで７回開催し、

大綱策定に向けた議論を進めていくことを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  教育の課題解決に向けて深く掘り下げた議論を 

本年度は、「教育振興基本計画・重点プラン」の最終年で

あり、関係者全ての皆様と力を合わせて、「知・徳・体」の

目標達成に向けて取り組んでいます。総合教育会議では、

本県の教育の現状や課題を率直に受け止め、原因を深く掘

り下げたうえで、その解決に向けた真に有効な対策を打ち

出すために議論をしていきます。 

「教育等の振興に関する施策の大綱」と「次期教育振興

基本計画」の策定に向けて、教育関係の皆様のご意見をい

ただく場を設けたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 
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 高知県教育だより ～ 第４１号 ～ 

平成 27年 

⑦ 
2015.７ 

 

「教育等の振興に関する施策の大綱」「次期教育振興基本計画」の策定に向けた議論を進めています 

 

●第１回会議 
 

本県の教育の現状や課題について協議をしました。 

●第２回会議 
 

上智大学 奈須 正裕 教授 

大谷大学 荒瀬 克己 教授より、 

学力向上に向けた対策についてご意見をいただき

協議をしました。 

●第３回会議 
 

鳴門教育大学大学院 佐古 秀一教授 

学校法人専修大学附属高等学校  

鈴木 高弘理事・前校長より、 

厳しい環境にある子どもたちの「知・徳・体」を

向上させるための対策についてご意見をいただ

き協議をします。 

教育政策課 教育企画担当 088-821-4731 

平成 27 年度高知県総合教育会議スケジュール 第３回までの総合教育会議の内容 

総合教育会議の資料や会議録は高知県総務部政策企画課ＨＰに掲載しています  

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/sogokyoikukaigi.html 

  

 

日 程 内　容　等 備 考

４月
第１回会議【４月２３日（木）】
・大綱の策定スケジュール等
・教育の現状について

６月
第２回会議【６月２６日（金）】
・本県の教育の現状と課題について
・有識者からの意見聴取

７月
第３回会議【７月３０日（木）】
・本県の教育の現状と課題について
・有識者からの意見聴取

８月
第４回会議【８月２８日（金）】
・これまでの議論を踏まえた方向性について
・有識者からの意見聴取

１０月

第５回会議【１０月２２日（木）】
・大綱の方向性について
・次期教育振興基本計画の方向性について
・平成２８年度の施策について

県内教育関係者等
の意見聴取

１２月
第６回会議【１２月下旬】
・大綱の原案について
・次期教育振興基本計画の原案について

２月
県内教育関係者等
の意見聴取

３月
第７回会議【平成２８年３月】
・大綱の最終案について
・次期教育振興基本計画の最終案について
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本県のスポーツの現状は、近年、子どもの体力が向上傾向にあるとともに、競技によっては、全国大会や国

際大会で活躍する選手が育ってきています。地域においても、総合型地域スポーツクラブの設立が進んできた

ことなどから、世代を超えたスポーツ活動の広がりも見られるようになってきています。 

しかしながら、運動習慣が十分に定着していないことや、全体的には競技力が低迷していること、障害のあ

る方のスポーツ活動を支援する体制が十分でないことなど、運動やスポーツに関する課題は山積しています。 

また、少子高齢化が進み、中山間地域などでは、指導者の不足や身近で日常的にスポーツに参加できる活動

が少ないなど、運動やスポーツの機会が十分でない地域があります。 

こうした中、県では、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催決定を契機に、昨年度、ス

ポーツの裾野の拡充からトップ選手のさらなる競技力向上までを一体的に捉え、本県のスポーツ振興を抜本的

に強化する「スポーツ推進プロジェクト実施計画」を策定しました。 

この計画では、本県が抱える運動やスポーツに関する様々な課題を解決するために、取り組むべき５つの重

点項目を示すとともに、それぞれの項目ごとに目指す姿として目標を掲げており、本年度から具体的な取組を

スタートいたしました。 

 

【計画の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ推進プロジェクトの推進について 

①運動・スポーツ活動の基盤を強化する 
②本県におけるスポーツ活動が継続的に充実、発展する仕組みや体制の構築 
③多様な連携の推進 

 

基本方針 

 

将来にわたって誰もがスポーツに親しみ夢や志を育むことができる環境の整備  

基本理念 １．子どもたちの体力・運動能力の基礎を培うために学校教育を通じた体力づくりが効果的に推進できる体制を整える 
２．全ての地域において子どもから高齢者まで、スポーツに親しみ体力の向上を目指すことができる環境を整える 
３．質の高い一貫指導を将来にわたって継続して提供し、高知県から日本代表選手を目指すことができる環境を整える 

 
 
 

①幼児期の遊びを通した運 

動機会の充実 

②学校の体育授業及び体育 

的活動等の充実 

③教員やジュニアスポーツ 

指導者の指導力の向上 

④運動部活動の充実 

⑤子どもたちの多様な運動・ 

スポーツ機会の提供 

⑥食育の推進 

⑦関係組織・団体の連携によ 

る効果的な取組の推進 

 

 

１．子どもの運動・ｽﾎﾟｰﾂ

活動の充実 

◆障害のある方のスポー 
ツ参加機会が大幅に増 
加する 

◆日本代表選手や各種 
全国大会で入賞する 
選手を一人でも多く 
輩出する 

 
 
◆子どもの体力が全国水 
準を上回る 

 
◆日本代表選手を一人で 
も多く輩出する 

◆国民体育大会における 
総合成績が 30位以 
内 

 
 
◆成人のスポーツ実施率 
が全国水準を上回る 

 
 
◆多様なスポーツ活動の 
実施が可能なスポーツ 
施設や設備が整う 

 
 
 

①拠点となるスポーツ施設 

の整備 

②スポーツ活動をサポートす 

るための施設・設備の整備 

③地域のスポーツ施設の整 

備 

５．ｽﾎﾟｰﾂ施設・設備の

整備 
 
 
 

①組織体制の充実 

②特別支援学校・学級におけ 

る運動・スポーツ活動の充 

実 

③障害者スポーツ指導者の 

育成 

④トップ選手の重点強化 

⑤身近な地域におけるスポ 

ーツ参加機会の提供 

 

４．障害者ｽﾎﾟー ﾂの充実  
 
 

①地域の実情に応じた効果 

的・継続的な取組の展開 

②地域スポーツクラブやスポ 

ーツ推進委員との連携に 

よる取組の推進 

③女性がスポーツに参加し

やすい環境づくり 

④地域のスポーツ活動の活 

性化に向けた公共施設の 

有効利用 

⑤スポーツの魅力や価値を 

認識することができる機会 

の提供 

 

３．地域における運動・ 

ｽﾎﾟｰﾂ活動の活性化 
 
 
 

①ジュニアから一貫した指導 

体制の確立 

②優秀な選手の発掘・育成及 

び効果的に種目変更がで 

きるシステムの構築 

③トップ選手の重点強化及び 

成果等評価 

④指導者の資質向上と優秀 

な指導者の招聘及び受入 

れ 

⑤スポーツ医・科学の効果的 

な活用 

⑥運動部活動の充実 

⑦多様な競技スポーツ活動 

の充実 

２．競技力の向上 

 

５つの重点項目 

目指す姿 

 
計画の期間は、平成 27年度（2015年度）から平成 32年度（2020年度）までの 6年間とし、平成 29年度（2017年度）に

見直しを図ることとしています。 

計画の期間 
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「支援のバトンをつなぐ引き継ぎシートって何？」   

リーフレット表紙 

【取組の現状】 

１．子どもの運動・スポーツ活動の充実 

幼児期に体を動かして遊ぶ習慣を身に付けることを目的とした「親子運動遊び教室」の開催や、小・中学校

の体育学習と健康教育の充実に向けて、「体育・健康アドバイザー」を学校に派遣して指導・助言する取組を

実施しています。また、中・高等学校や特別支援学校の運動部に専門的な指導ができる人材を派遣するなど、

子どもたちがさらに運動やスポーツを好きになり、運動習慣の定着につながる取組を展開しています。 

２．競技力の向上 

 ジュニアから系統立てた育成・強化ができる体制づくりに向けて、県体育協会や競技団体と連携して「競技

別一貫指導プログラム」を作成するとともに、県内トップ選手のさらなるレベルアップを図るための「特別強

化選手」を指定した重点的強化や、次世代を担う若い指導者の資質向上を目的とした「コーチアカデミー」を

開催するなど、本県から日本代表を目指すことができる環境の整備に取り組んでいます。 

３．地域における運動・スポーツ活動の活性化 

地域が抱える運動・スポーツに関する課題を、複数の市町村や地域スポーツクラブなどが連携して解決する

取組や、日常的なスポーツ活動を活性化するための「学校体育施設の開放」、2020 年オリンピック・パラリ

ンピック東京大会の「事前合宿の招致活動」など、地域におけるスポーツ振興とスポーツを通した地域活性化

に資する取組を進めています。 

４．障害者スポーツの充実 

障害のある方の運動・スポーツ活動を支援する組織の充実や、特別支援学校・学級の運動・スポーツ活動の

充実に向けて関係者との協議を進めています。また、特別支援学校や総合型地域スポーツクラブなどが連携し、

身近な地域でスポーツに参加することができる教室やイベントの開催に向けて準備するなど、障害のある方の

スポーツ参加機会の充実に向けて取り組んでいます。 

５．スポーツ施設・設備の整備 

現在、高知東高校のレスリング場の整備や、県立青少年センターの体操競技の 

 施設・設備の整備を進めています。 

また、県内の全ての地域において、多様なスポーツ活動が継続的に実施される  

よう、地域の運動・スポーツ活動の拠点となる施設や、各競技の拠点となる施設   

を中心に、市町村等と連携しながら、計画的な整備に向けた検討・協議を進めています。 

 

 

 

県教育委員会では、発達障害等のある幼児児童生徒の将来の自立や社会参加を見通し、保育所・幼稚園、小

学校・中学校、高等学校及び特別支援学校の校種間で、適切な指導や必要な支援を確実に次につなぐ仕組みと

して、「就学時引き継ぎシート及び支援引き継ぎシート(例)」（以下「引き継ぎシート」）を、平成 25 年度に作

成しました。 

「引き継ぎシート」作成の対象者は、発達障害など支援や配慮が必要なすべ

ての幼児児童生徒であり、作成に当たっては保護者の同意が必要となりますの

で、日ごろから保護者と積極的に情報共有を行い、「引き継ぎシート」の果た

す役割や効果などを十分に理解していただくことが重要です。 

また、「引き継ぎシート」を効果的に活用するためには、各学校の特別支援

教育学校コーディネーターを中心とした校内委員会等で、引き継がれた内容を

踏まえて今後の指導及び支援について協議するとともに、その内容を教職員全

体で共有・実践することが大切です。 

特別な支援や配慮が必要な幼児児童生徒に切れ目のない支援を行うよう、引

き継ぎシートの積極的な活用をお願いします。 

なお、「引き継ぎシート」は、県教育委員会特別支援教育課のホームページ

からダウンロードできますので、ご活用ください。 

 

校種間で一貫した支援を行うための引き継ぎシートについて 

特別支援教育課 発達障害担当 088-821-4741 特別支援教育課 HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/ 311001/hikitugi.html 

 

スポーツ健康教育課 088-821-4751 
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11 月１日は高知県教育の日「志・とさ学びの日」です。 

この日をきっかけに教育について理解と関心を深めていただき、県民全体で本県教育を考える機運を盛り上

げていくため、本年度も標語の入った啓発ポスターを作成することとしており、標語については、このたび県

内の児童生徒をはじめとする７９５名の皆様から２，０５２作品ものご応募をいただき、選考の結果、下記の

作品を最優秀作として決定しました。 

たくさんのご応募ありがとうございました！ 

 現在、引き続きこの標語を表現する「ポスター図案」を県内の児童生徒を対象に募集

しておりますので、部活動として取り組んでいただくなど、ぜひ積極的な応募を促して

くださいますようお願いします。 

 

 

募集要項：各学校にメールで送付（平成 2７年 6 月２２日付け 2７高教政第２４２号）したほか、 

教育政策課ホームページにも掲載しています。 

募集期間：平成 2７年 6 月２２日（月）～９月４日（金） 

標  語：「 高知家に 広がる学び 笑顔の輪 」 
     ※最優秀作、優秀作を含む予備選考通過８２作品（学校名、氏名含む。）も 

教育政策課ホームページに掲載しています 

⇒ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/manabinohi.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜発行者＞ 

高知県教育委員会事務局 

教育政策課 

  (TEL)088-821-4731 

  (FAX)088-821-4558 

(E-mail)310101@ken.pref.kochi.lg.jp  

＜注＞現時点での予定です。都合により変更される場合があります。 

４日  第１回若者はばたけプログラム活用研修会（中部地区） 

（高知市 ふくし交流プラザ 10:00～） 

４日   平成 27 年度 薬物乱用防止教育研修会 

（高知市 高知会館 13:30～） 

５日  学校安全教室推進講習会 

（高知市 高知城ホール 9:50～） 

５日  第１回若者はばたけプログラム活用研修会（東部地区） 

（田野町 田野町ふれあいセンター 10:00～） 

６日  防災教育研修会＜中部地区Ｂ＞ 

（高知市 高知城ホール 10:00～） 

７日  防災教育研修会＜東部地区＞ 

（安田町 安田町文化センター 10:00～） 
７日  第 55 回四国地区人権教育夏期講座 

（高知市 高知市文化プラザ かるぽーと 10:00～） 

8 日  PTA・教育行政研修会（土長・南国地区） 

（本山町 本山町プラチナセンター 13:15～） 

9 日  科学の甲子園ジュニア高知県大会 

（高知市 高知ぢばさんセンター 9:20～） 
日   若者キャリア支援セミナー・相談会 

（高知市 ふくし交流プラザ 10:00～） 

18 日  臨時教育委員会 
（高知市 高知会館 13:30～） 

日  平成 28 年度採用高知県公立学校教員採用選考審査 
（第２次審査） 
（高知市・南国市 高知工業高等学校・岡豊高等学校ほか） 

22 日 PTA・教育行政研修会（香美・香南地区） 
（香南市 香我美市民館 13:15～） 

 

25 日 定例教育委員会 
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 14:00～） 

26 日 第１回若者はばたけプログラム活用研修会（西部地区） 

（四万十市 四万十市中央公民館 10:00～） 

27 日 第２回高知県人権教育推進協議会 

（高知市 教育センター分館 18:30～） 

28 日 第 4 回高知県総合教育会議 

（高知市 人権啓発センター 13:30～） 
 
 

３日 平成 27 年度第１回高知県産業教育審議会 
（須崎市 須崎工業高等学校 ９:０0～） 

13 日 放課後児童支援員認定資格研修 
（高知市 教育センター分館 9:20～） 

14 日 定例教育委員会 
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 9:00～） 

15 日 第２回県立学校長会議 
（高知市 教育センター分館 10:00～） 

15 日 第２回若者はばたけプログラム活用研修会（西部地区） 

（四万十市 四万十市中央公民館 10:00～） 

16 日 第２回若者はばたけプログラム活用研修会（中部地区） 
   （高知市 ふくし交流プラザ 10:00～） 

17 日 第２回若者はばたけプログラム活用研修会（東部地区） 

（田野町 田野町ふれあいセンター 10:00～） 

25 日 第２回高知県いじめ問題対策連絡協議会 

（高知市 高知会館 13:00～） 

27 日 放課後児童支援員認定資格研修 

（高知市 教育センター分館 ９:30～） 
 

 

編集後記 

「夢のかけ橋」第 4１号をお届けします。 

今年もまた暑い夏がやってきました。熱中症予防のために、こまめな水分補給、

適度な休憩等を心がけましょう。 
本広報紙への感想やご要望がございましたら、発行者までお寄せください。  
教育委員会ホームページ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/ 
 

18・19 

19～22 

（８月、９月の主なもの） 
教育政策課 市町村・学校組織支援担当 088-821-4568 

     

ポスター図案の募集について 

【H26 啓発ポスター】 

図案最優秀作 
山下 こころさん（本山小学校４年） 
※学校・学年は H26 時のもの  

  

平成 27年度 高知県教育の日「志・とさ学びの日」ポスター図案募集中！ 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/

