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平成 29 年度⾼知県教育委員会事務局 新任所属⻑のあいさつ

＜学校安全対策課＞
当課は、教育現場における安全対策を推進するため、南海トラフ地震対策をはじめとし
た防災教育、交通安全や生活安全のほか、学校の施設整備などを所管しております。学校
や地域、関係者の皆様とともに、安全教育の推進に取り組んでまいりますので、よろしく
お願いいたします。
学校安全対策課⻑ 中平 文男

＜保健体育課＞
４⽉よりスポーツ⾏政の知事部局への⼀元化のため、昨年度までの「スポーツ健康教育
課」を「保健体育課」と改称し、新たな課としてスタートしました。保健体育課では、学
校体育と食育・学校給食・保健に関することを所管して取組を進めてまいりますので、よ
ろしくお願いします。
保健体育課⻑ 山本 儀浩

＜人権教育課＞
依然として厳しい状況にある生徒指導上の諸問題を改善していくためには、児童生徒の
心を温め自尊感情や自己有用感等を育む取組を進めること、また、安全・安心な学校づく
りを推進することが重要です。市町村教育委員会や学校の皆様と一緒に、何をやらなけれ
ばならないのか、何ができるのかを考えていきたいと思います。よろしくお願いします。
⼈権教育課⻑ ⻄内 清

＜中部教育事務所＞
「第 2 期⾼知県教育振興基本計画」の取組や、新学習指導要領の「社会に開かれた教育
課程」が各学校のカリキュラムマネジメントに息づき、⼦どもたちが未来を拓いていく⼒
を付けることができますよう、地域や学校の教育課題にしっかりと向き合い、きめ細かな
⽀援に努めてまいります。所員⼀同、⼼を合わせ全⼒で頑張りますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
中部教育事務所⻑ 小田 通

＜⻄部教育事務所＞
第２期⾼知県教育振興基本計画に沿って、教育⾏政と学校現場がベクトルを合わせ、⾼
知県の教育の充実・発展に向かう中、⻄部教育事務所⻑の役を拝命しました。海・⼭・川
の豊かな⾃然と美味しい⾷べ物に恵まれ、学校や⼦ども達を温かく⾒守り⽀える地域環境
のある幡多の⼈づくり・学校づくり・教育風⼟づくりのために⼒を尽くしてまいります。
よろしくお願いします。
⻄部教育事務所⻑ 徳弘 純一
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児童⽣徒⽀援の組織的な対応のために〜校内⽀援会の充実に向けて〜
⾼知県では、依然として暴⼒⾏為や不登校など、児童・⽣徒の諸問題が多く発⽣しています。近年、その発
⽣の要因は複雑化・多様化しており、解決に向けた取組を進めるためには、専門的な知識や技能を有した専門
⼈材の⼒を活⽤することが重要になっています。
そこで、児童生徒への支援を充実させるために、①学校における校内支援会を定期的に（月 1 回以上）開催
し、決定された具体的な⽀援を学年部会や学級で実践していくこと、②校内支援会に専門人材（SC、SSW 等）
を活⽤し、問題の⾒⽴てや⽀援の⼿⽴てについて、より適切な対応ができるようにすることについて、各学校
での実施を推進します。
なお、校内支援会の実施にあたり、要点をまとめたリーフレットを全教職員に配付しましたので、参考にし
ていただき、適切な実施をお願いします。

■校内支援会を核にした支援の実際

気づき
子どもの困り感を
キャッチ！

〈事前の把握〉
連携・情報共有
保幼小中、関係機関
との情報交換

〈毎日の把握〉
情報収集・共有
・観察法
・面接法
・質問紙法
・保護者からの相談
・地域からの情報

学

見立て

手立て

情報を収集して、背景や
要因を分析

誰が、いつ、どのように
支援するかを決定

校

実践
役割に応じて具体的に
支援を実践
毎日：情報共有
毎週：支援対象者
の情報共有

定期的開催 （ 月１回以上）

学年部会

校内支援会

（１） 情報からの見立て・具体的な手立ての決定
☆ スクールカウンセラー（ＳＣ）・スクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）の参加のもとで実施
ＳＣやＳＳＷの助言を得て効果的な支援会にする

・ 情報共有・・・多角的な視点からの情報を共有
・ ケースの見立て・・・背景、要因、きっかけの分析
・ 手立て（支援策）の協議・・・具体的な方策の決定

（２）組織的に支援を展開
《見立て・手立ての共有と実践》
① 学年主任からの伝達と共有
② 担任へのサポート体制の構築
※ 強みや得意分野を生かした
OJTの視点に基づく役割分担
③ 学年の方針の周知・徹底
※ 他学年・教科担当・保護者

学級経営の見守りと支援

「あれ？」
「どうしたのかな？」

毎日：支援・観察
状態や変化
の把握

・ 担当者の決定・・・誰が、いつ、どの場面で、どの

が、大切！

ような支援を行うかを決定

学 級

問題行動や
気になる言動
適宜開催

個別ケース会

（４） 特に支援が必要な事案の検討
〈初期対応〉
報・連・相
・管理職の指示に基
づく組織的な対応
・保護者との協力関
係の構築

（３）子どもや保護者への
直接支援
《子どもへの直接的な支援》
① 見立てに基づく支援（手立て）

☆ ＳＣ・ＳＳＷの参加のもとで実施

② 副担任や学年主任と情報共有

・ 他機関との連携を模索・・・学校だけで対応の困難な
ケースだと判断した場合は、他機関との連携を模索
することが必要

ユニバーサルデザインの視点
に立った教育

※ 校内委員会と校内支援会が同一の組織になっている 学校もあります。

関係機関
心の教育センター

ＳＣ・ＳＳＷ他による専門的な支援

教育事務所・市町村教育委員会

特別支援教育地域コーディネーター・特別支援教育巡回アドバイザー・ＳＣ・ＳＳ
Ｗによる専門的な支援

児童相談所・少年 サポートセンター

児童心理司などによる虐待を受けている子どもや非行傾向の子どもへの支援

民生委員・児童委員・主任児童委員

登下校時の声掛けや見守り支援、世帯状況の把握と関係機関との連携による援助

【重篤なケース】

警察への相談・医療への接続・弁護士や法務局への相談
問い
合わせ
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人権教育課 児童生徒支援担当
TEL：088-821-4909
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「望ましい運動部活動の在り方」について
県では、昨年度末に、「望ましい運動部活動の在り⽅について」の通知を⾏い、運動部

活動の運営に関する方針を示しました。
その⽅針では、学校⻑のリーダーシップのもと、⽣徒のバランスのとれた⽣活の確保や、
教員の負担軽減などの観点に配慮しつつ、特に次の２点に留意することを明記しています。
■学校の決まりとして休養⽇や適切な練習時間を設定する。
■外部指導者を積極的に活用する。
休養⽇の設定については、
「スポーツ障害等の予防や⽣徒のバランスのとれた⽣活と成⻑の確保などの観点か
ら、週当たり、少なくとも１日以上の休養日を設定する」こと、練習時間については、
「平⽇２〜3 時間程度以
内を目安に、効果的な練習を⾏い、⽣徒の過度な負担にならないよう適切に設定する」ことを示しました。
また、外部指導者の活用では、
「運動部活動サポート事業」において、運動部活動⽀援員の派遣回数を、昨年
度より約３割増やし、より多くの運動部に対して、教員の負担軽減や⽣徒の技能向上の観点を踏まえた取り組
みを⾏っています。
運動部活動の運営にあたっては、平成 26 年度に配付した「運動部活動全体計画ハンドブック」に沿った運営
を、学校組織全体で徹底していくことが重要です。その際、その方針や設定した基本的事項などについて、保
護者等の理解を得られるよう留意してください。
国では、今年度、
「運動部活動の在り⽅に関する総合的なガイドライン」の策定を予定しております。今後は、
このガイドラインを参考にするとともに、関係機関とも協議しながら、
「運動部活動全体計画ハンドブック」を
改訂し、より望ましい部活動が⾏われるよう努めてまいります。

「運動部活動全体計画ハンドブック」は以下の URL からもご覧いただけます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310501/files/2013081400056/2.pdf
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就学前教育の充実

問い
合わせ

保健体育課 学校体育担当
TEL：088-821-4900

〜「⾼知県教育・保育の質向上ガイドライン」の取組 〜

乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う非常に重要な時期です。この時期に、
子どもたちは生活や遊びの中で、自分の興味・関心に基づいたいろいろな体験をすること
によって、⼈と関わる⼒や思考⼒、感性や表現する⼒など、義務教育及びその後の学校教
育への意欲や社会で⽣きていく⼒の基礎を培っています。
県では、その重要な役割を担う保育所・幼稚園・認定こども園等の保育者（保育士・幼
稚園教諭・保育教諭等）が資質や専門性とともに、組織⼒を⾼めることができるよう、⽇々
の教育及び保育の実践を振り返っていただくために、「高知県教育・保育の質向上ガイド
ライン」を作成し、臨時職員を含む全ての保育者に配付しました。
ガイドラインで示されている内容について読み合ったり、各シートの評価結果などを保育者同士で話し合っ
たりするなど、各園の教育及び保育の質の向上にご活用ください。

⾃⼰課題発⾒シート

登園から降園後までの⼀⽇の流れに沿って、保育者として基本的におさえておきたい
事項等について振り返り、課題の発⾒から次の目標を考えていくシートです。

キャリアステージにおける
資質・指導⼒チェックシート

保育者育成指標（
「保育者として⾝に付けたい資質・指導⼒」を達成するための⾏動
目標を経験年数等によって⽰したもの）に基づき⽰された、具体的な⾏動例を 4 段階
評価で振り返るものです。

ホームページ「高知県就学前の保育・教育サポートネット-とさすく-」
（質向上ガイドライン・子育てのヒントも掲載）

とさすく
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検 索

問い
合わせ

幼保支援課 幼児教育担当
TEL：088-821-4881
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毎年 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、県⺠全体で本県
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、現在、県⺠の皆様から応募していただいた標語（テーマ「友
達」
）の選考作業を⾏っています。
第 1 回推進県⺠協議会において、最優秀作品が決まりましたら、6 月中旬をめど
に最優秀作の標語を表現するにふさわしいポスター図案の募集を開始します。
児童・生徒のみなさんから多数の応募をお待ちしております。
●募集時期：6 ⽉中旬〜9 月上旬 ※後日、正式にお知らせします。
●応募資格：県内の小・中・高・義務教育学校・特別支援学校の児童生徒
●表
彰：最優秀作 １点（賞状及び副賞 1 万円）
優秀作
２点（賞状及び副賞 3 千円）

〔平成 28 年度啓発ポスター〕
標語 矢野 元也さん（日高中･２年）
図案 ⻑沢 未有さん（伊野南中･3 年）
※校名・学年は受賞当時

「高知県教育の日「志・とさ学びの日」Web サイト
（過去の受賞作もご覧いただけます。
）

とさ学びの日

2 日 「若者はばたけプログラム」活⽤研修会指導者養成講座Ⅰ
（高知市 県⽴ふくし交流プラザ 10:30〜）
3 日 高知県小中学校 PTA 連合会総会
（高知市 高知会館 13:30〜）
7 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
＜⼟⻑南国地区＞（香美市 中央公⺠館 10:30〜）
10・11日 第 70 回高知県高等学校体育大会＜水泳種目＞
（高知市 くろしおアリーナ 6/10 13:30〜
/11 10:00〜）
11 日 「高知県高校生津波サミット」学習会
（⾼知市内県⽴学校⼜は県⽴⼤学 13:00〜）
13 日 第 44 回全国高等学校総合文化祭高知大会第２回準備委員会
（高知市 高知丸の内高校 15:30〜）
14 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
＜安芸地区＞（田野町 ふれあいセンター 10:30〜）
18 日 平成 29 年度第２回⾼知県⽴⾼知国際中学校体験セミナー
（高知市 ⾼知⻄⾼校 13:30〜）
22 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
＜高吾地区１＞（須崎市 市⺠⽂化会館 10:30〜）
24 日 平成 30 年度⾼知県公⽴学校教員採⽤候補者選考審査
（高知市 高知小津高校、高知工業高校 ８:50〜）
（兵庫県伊丹市 ⼤阪研修センター伊丹 ８:50〜）
28 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
＜高吾地区２＞（佐川町 総合文化センター 10:30〜）
30 日 健康教育推進研修会
（高知市 県⺠⽂化ホール 13:00〜）

検 索

問い
合わせ

教育政策課 教育企画担当
TEL：088-821-4731

1 日 高知県高等学校 PTA 連合会定期総会
（高知市 高知会館 13:00〜）
2 日 PTA・教育⾏政研修会＜幡多地区＞
（⿊潮町 ふるさと総合センター 13:15〜）
9 日 高知県 PTA 研究大会
（高知市 高知追手前高校芸術ホール 13:00〜）
13 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
＜高知市地区＞（高知市 ふくし交流プラザ 10:30〜）
＜幡多地区＞（四万十市 中央公⺠館 10:30〜）
15 日 PTA・教育⾏政研修会＜吾川地区＞
（いの町 ⾼知⻘少年の家 13:15〜）
16 日 平成 29 年度第３回⾼知県⽴⾼知国際中学校体験セミナー
（高知市 ⾼知⻄⾼校 未定）
20 日 若者はばたけプログラム初級講座Ⅰ＜中部＞
（いの町 ⾼知⻘少年の家 10:30〜）
21 日 若者はばたけプログラム初級講座Ⅰ＜東部＞
（田野町 田野町ふれあいセンター 10:30〜）
22 日 ⾼知県⽴⾼知国際中学校・⾼等学校 学校説明会
（高知市 県⺠⽂化ホール（オレンジ） 14:00〜）
22~24日 第 71 回高知県中学校総合体育大会
（高知市他 春野総合運動公園陸上競技場他 8:30〜）
27 日 防災教育研修会＜中部地区 A＞
（高知市 高知城ホール 10:00〜）
28 日 防災教育研修会＜東部地区＞
（安田町 文化センター 10:00〜）
28 日 若者はばたけプログラム初級講座Ⅰ＜⻄部＞
（四万十市 中央公⺠館 10:30〜）
29 日 PTA・教育⾏政研修会＜高岡地区＞
（須崎市 市⺠⽂化会館 13:15〜）

：

＜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
高知県教育委員会 WEB サイト：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/
※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。
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