
 



はじめに 

 

県教育委員会では、全国と⽐較して厳しい状況にあった⼦どもたちの学⼒や体⼒、⽣徒指導上の諸問題など

の課題の解決に向けて、「高知県教育振興基本計画」及び「重点プラン」に基づき教育改革を進めてきました。

その結果、小学校の学⼒が全国上位クラスにまで向上するとともに、⼩学校の体⼒・運動能⼒が全国平均を上

回るなどの成果が表れてきました。 

これは、教職員や保護者、地域の皆様などが、子どもたちのために心を一つにして取り組んできたことや、子ども

たちの努⼒によるものだと考えています。 

 

一方、小・中学校の学⼒においては思考⼒や判断⼒、表現⼒に弱さが⾒られるとともに、中学校の学⼒の改

善状況はここ数年⾜踏み状態にあります。また、⼩・中学校における暴⼒⾏為や不登校者数などは依然として

高い数値で推移するなど、まだまだ厳しい状況にあります。 

 

地⽅教育⾏政法の改正により平成 27 年度から設けられた総合教育会議では、本県教育の課題解決に向

けた真に有効な対策を打ち出すため、知事と教育委員会が議論を積み重ねたうえで、「教育等の振興に関する

施策の大綱」が策定されました。県教育委員会では、この大綱の内容を踏まえるとともに、「教育振興基本計画

検討委員会」において教育関係者等のご意⾒をお聞きしたうえで、より具体的な事業等を盛り込んだ「第２期高

知県教育振興基本計画」を策定しました。 

 

来年度からの４年間は、この計画にお示しした、５つの取組の方向性に基づき取組を推進していきますが、中

でも次の３つに特に⼒を⼊れていきたいと考えています。 

 

一つ目は、チーム学校の構築です。教員同士がチームを組んで、組織的に授業⼒の向上などを図るとともに、

外部の専門家や地域の⼈材の⼒もお借りしながら、学校の目標の実現や課題の解決を図るチーム学校の構築

を進めてまいります。 

 

二つ目は、厳しい環境にある子どもたちへの支援です。教育においては、貧困の世代間連鎖を教育の⼒で断ち

切ることを目指して、就学前から⾼等学校までの各段階に応じて切れ目なく対策を講じてまいります。 

 

三つ目は、学校と地域との連携・協働です。学校が抱える課題は多様化・複雑化し、学校だけでは解決が困

難な状況も出てきています。このため、地域の⽅々に学校と⼒を合わせて子どもたちを支え、育んでいただく取組を

積極的に推進してまいります。 

 

こうした取組の方向性は、これまでの教育改革の取組の成果や課題を踏まえながら、より統合的かつダイナミッ

クに施策を展開していこうというものです。また、計画で示した具体的な施策は、学校や保育所・幼稚園、市町村

教育委員会などに取り組んでいただくことがほとんどであり、県教育委員会としては、その取組を人的、物的、財政

的にバックアップしてまいります。 

 

県内の教育関係者の皆様には、以上のような点をご理解いただいたうえで、この計画を、主体的・積極的にご

活⽤いただきたいと思います。そのことが、⼦どもたちに「夢に向かって⽻ばたき」「⽇本や⾼知の未来を切り拓く」た

めの⼒を育むことに、きっとつながるものと信じております。 

                                       平成 28年３月  高知県教育委員会 
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