
 

各重点事業の目標、取組の方向性及び主な取組について（案） 

 

 

 

基本政策１ 心豊かに たくましく生きる 神戸の子供を育む 

 

－（重点事業１）確かな学力の育成 

    

－（重点事業２）豊かな心の育成 

     

－（重点事業３）健やかな体の育成 

     

－（重点事業４）一人一人に応じたきめ細かな教育・支援の充実 

     

－（重点事業５）人格形成の基礎となる幼児教育の質の向上 

     

－（重点事業６）特色ある高校教育・高専教育の推進 

     

－（重点事業７）神戸の国際教育・防災教育のさらなる推進 

     

 

基本政策２ 安全・安心で楽しい学校を築き、地域と共に子供を支える 

 

－（重点事業８）いじめを許さず生き生きと過ごせる学校生活の実現 

    

－（重点事業９）教職員の資質・能力の向上と学校の組織力の強化 

 

－（重点事業 10）教育の質を高める教職員の働き方改革の推進 

          

－（重点事業 11）安全・安心で質の高い学校教育環境の整備 

    

－（重点事業 12）ＩＣＴの基盤整備と利活用の促進 

    

－（重点事業 13）地域と学校との協働による社会に開かれた教育の実現 

   

－（重点事業 14）地域に活かし・つながる社会教育の充実 

 

 

資料３ 
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重点事業１ 確かな学力の育成                                  

○目標 

・基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、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・表現力等を育成するとともに、学びに向かう力・人間性等を涵養します。 
 

○取組の方向性 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進します。 

・家庭学習への働きかけなど、個に応じた指導の充実を進めます。 

・指導体制の充実や指導方法の改善等の支援を推進します。 
 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 

○教育課程研究協議会の開催、指導主事による全校１日訪問、学校の教科別担当者への説明会開催等、

様々な機会を設け、学習指導要領に示された「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改

善を促進。 

◎授業を進める上で、必要な指導事項について、「授業改善シート」を作成・実施し、管理職や教員自

らが授業の改善状況を客観的に把握できるようにすることで授業改善状況の「見える化」を促進。 

○学習指導要領に示された、育成すべき資質・能力に対応するために「力のつく授業－神戸方式－」

を改訂し、指導のあり方をモデル提示。 

◎小学校国語科において、評価のあり方を提示し授業改善につなげる「評価から考える授業改善の手

引き」を作成し、教員の指導力の向上を促進。 

○小学校理科において、観察・実験のための補助教材である指導教材（アシストカード）の改訂や、

学習の定着状況を測定する評価問題を作成・実施することで、指導力向上を促進。 

・ＪＡＸＡとの連携、サイエンスコンテスト（中学校）の開催、観察・実験を支援する理科観察実験

アシスタントの配置（小学校）等を通し、科学を学ぶ意義や有用性を実感させる取組みを充実。 

・小中学校の社会科において学習指導要領に対応した市独自教材「わたしたちの神戸」を改訂し、社

会科教育の充実を推進。 

○外国人英語指導助手（ＡＬＴ）を全小中学校及び高等学校、特別支援学校に配置・拡充し、コミュ

ニケーション活動を通じた４技能５領域の統合的な育成を推進。（重点事業７から再掲） 

◎「英語教育改善プラン」を策定し、国の「生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業」等に取 

り組みながら、生徒の発信力向上に向けた指導体制づくりを推進。（重点事業７から再掲） 

◎中学生への英語民間試験受験費補助の検討など、受験機会の拡大に向けた支援を推進。（重点事業７

から再掲） 

○小学校の読解力を高める教材「ことばひろがる よみときブック」を自学自習にも対応できる「か

いてまとめる よみときブック」に改訂し、「読んで 考えて まとめながら 書く」活動を一層推

進。 

○学校司書の配置を拡充し、学校図書館の活用を促進。 

・朝の読書、学校図書館や学級文庫の活用等、さまざまな活動を通し、児童生徒の読書活動の機会の

充実及び読書活動の習慣化を推進。 

◎電子黒板機能付プロジェクターやプログラミング学習用の教材ロボット等、ＩＣＴを効果的に活用

した授業方法を研究。 

○小学校において ICTを活用したプログラミング教育を推進し、児童の論理的思考力を育成。 

 ○学校教育目標を踏まえ、横断的視点で「教科等をつなぐ」カリキュラム・マネジメントを実践する

ことで、学習の質の向上を促進。（重点事業９から再掲） 

基本政策１ 心豊かに たくましく生きる 神戸の子供を育む 
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◆個に応じた指導の充実 

○一人一人の課題に応じた指導の充実を図る、学ぶ力・生きる力向上支援員を小中学校に配置・拡充

し、放課後学習や同室複数指導、少人数指導・習熟度別学習を支援。 

○個々の児童生徒の習熟度に応じた教材提供システムである学習支援ツールについて、効果的な活用

の徹底を図るとともに、小学校への個別配信を拡充するなど、一人一人の課題に応じたきめ細かな

指導を推進。 

○市長部局との連携により、学生ボランティアを放課後学習会等に派遣し、特に支援の必要な児童生

徒の学習状況を改善。 

◎家庭学習への働きかけについて、先進的に取組む学校を研究校に指定したり、その取組事例を「家

庭学習の手引き」としてとりまとめ周知を図る等、家庭学習の取組を強化。 

○学力と強い相関関係の見られる生活習慣（神戸っ子チャレンジ 10）について、啓発カレンダーの学

校等への配布や、「教育委員会だより」での連載やシンポジウムの開催等により、家庭でのよりよい

生活習慣形成を支援。 

 

◆指導体制・指導支援の充実 

・教頭の負担軽減のため、担任を持たず教頭業務の一部を補佐する「総務・学習指導担当」を配置し、

学校におけるマネジメント機能を強化。（重点事業９から再掲） 

・小学校英語教育の質の向上を図るため、英語専任教員を大規模校等に配置し、指導体制を強化。（重

点事業７から再掲） 

・小中接続による英語教育の充実に向けた授業公開・協議会や文部科学省主催の研修に基づいた指導

力向上研修、外国人英語指導助手（ＡＬＴ）との合同研修等を実施し、教員の指導力と英語力を強

化。（重点事業７から再掲） 

・学力向上に取組む小中学校を「力のつく授業推進指定校」に指定し、校長 OB 等からなる「学力向

上サポートチーム」の派遣等を通し、校内研修の充実を図り、授業改善を進めるとともに、その成

果を研究発表会等で発信。 

・教員経験のない小学校の初年の臨時講師や任期付教員に対して継続的な訪問指導を行うため，指導

力豊かな校長経験者を派遣し，臨時講師等の授業力を育成。（重点事業９から再掲） 

・各校の「学力向上担当者」を対象とした連絡会を開催し、優れた実践事例や先進的な取組の紹介、

校種を越えた情報の共有等を行うことで、各校の取組みを強化。 

・授業力の高い教員を「神戸授業マイスター」に認定し、その授業の様子を、教員専用のイントラネ

ット（ＫＩＩＦ）で配信。 

・小中連携して学力向上に取組む学校を「力のつく授業推進指定校」に指定し、その成果を研究発表

会等で発信。 

 ・義務教育学校港島学園において小中一貫教育の実践研究を推進。 

 

（関連する取組） 

◇神戸の国際教育・防災教育のさらなる推進【重点事業７】 

◇社会に開かれた教育課程の実施に向けた学校運営力の向上【重点事業９】 
◇子供読書活動の推進【重点事業 14】 
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重点事業２ 豊かな心の育成                                  

○目標 

・道徳教育や体験活動、多様な表現活動等を通して、豊かな情操や創造性を涵養します。 

・生命のかけがえのなさへの気付きや思いやりの心を培い、それらを家庭や学校、地域社会での営

みにおいて生かす態度を養います。 

・学校の教育活動全体を通じ、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間と

して他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養います。 

 

○取組の方向性 

・自他の命を大切にする教育や道徳教育、人権教育等を推進します。 

・「夢や希望を育む学級・学校づくり」や「子供が支え合い高め合う学級・学校づくり」、「規範意識

を育て豊かな人間性を育む学級・学校づくり」を進めます。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆自他の命を大切にする教育の推進 

・自己肯定感・自己有用感を育成し、自分の命を大切にするとともに、生命を尊重する心や他者を思

いやる心を育む教育を、学校教育活動全体を通して推進。 

○生きる喜びを実感し、命を大切にする心を育むため、幼児・児童生徒の発達段階に応じた命の学習

を進めるとともに、問題を抱えたとき一人で抱え込まないことや、自分自身や友達の危機に気付き、

関わり、信頼できる大人につなぐといった SOSの出し方に関する教育を推進。 

○学校で子供と接する教職員がゲートキーパー（いのちの門番）としての基礎的な素養を身に付ける

取組を推進。 

・中学・高校生が、乳幼児と直接交流する「幼児とのふれあい体験学習」を柱とした「中・高生を対

象としたプレ親学習」や、小・中学生が乳幼児の親子とふれあう、市長部局・区と連携した「命の

感動体験学習」等を行い、自分も大切に育てられてきたことに気付き、子供を生み育てる家族・家

庭の大切さを学び、幼い子供とよりよく関わろうとする態度を育成。 

・震災にかかる教訓を継承する取組や、神戸独自の防災教育副読本「幸せ 運ぼう」を小・中学校に

て活用する等により、「命の大切さ」や「人と人とのつながり」といった「人間としての在り方・生

き方を考える」神戸の防災教育を推進。（重点事業７から再掲） 

 ・飼育や学校ビオトープの活用など、自然体験活動により、生命や自然を尊重する精神、環境の保全

に寄与する態度を育成。 

 

◆子供たちの心に響く道徳教育の推進 

・道徳教育推進教員等への研修を実施し、教育活動全般を通じた道徳教育及び道徳科の授業を充実。 

・道徳科の授業を保護者や地域に公開し、家庭・地域との連携を強化。 

 

◆子供たちの心を育む人権教育の推進 

・教職員への研修等を実施し、さまざまな人権課題を踏まえ、教育活動全体を通じた人権教育を推進。 

○児童生徒の正しい判断力等の育成のため、「スマートスマホ都市ＫＯＢＥ」の推進も含め、「ネッ

トいじめ等防止プログラム」に加えネット依存防止に重点をおいた「ネット依存防止プログラム」

を策定し、さらなる人権教育を推進。 

 ○「神戸市外国人に対する差別の解消と多文化共生社会の実現に関する条例」の趣旨に則し、偏見・

差別の解消や、共生の態度育成に向けた教育活動を推進。 
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◆家庭・地域・学校の連携・協働による規範意識の醸成 

○学力と強い相関関係の見られる生活習慣（神戸っ子チャレンジ 10）について、啓発カレンダーの学

校等への配布や、「教育委員会だより」での連載やシンポジウムの開催等により、家庭でのよりよい

生活習慣形成を支援。（重点事業１から再掲） 

・「ふれあい懇話会」をはじめとする家庭・地域・学校園の連携の中で「あいさつ・手伝い運動」を推

進。 
 
◆環境教育の推進 

・重点推進校事業や環境体験事業（小学校３年生対象）等地域に根ざした環境教育を推進し、地域住

民の一員として環境保全に努めることの大切さを指導。 

・環境局や地域社会、ＮＰＯなどと連携し、知識だけでなく体験活動を通じ、環境保全に対する理解

と関心を深め、具体的な行動に結びつけられるよう環境教育を推進。 
 
◆体験活動や児童生徒の自主的活動の推進 

・自然体験や社会体験、ボランティアなどの体験活動を推進し、自然や人との関わりを通して、豊か

な感性や思いやりの心を育むとともに、他世代との交流や他者との協働等、社会の一員としての自

覚を育成。 

・区社会福祉協議会やＮＰＯ等、地域との連携を図り、福祉活動の体験学習等により、他者への思い

やりの醸成や、社会福祉・共生社会についての理解を促進。 

・児童会、生徒会等による学校行事等の自主運営を推進。中学校では、生徒会リーダー研修や全中学

校の生徒会役員等が交流する「いきいき生徒会会議」を実施し、自主的活動の活発化を促進。 
 

◆学校図書館を活用した読書活動の推進 

 ・読書は子供たちが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものとするために欠か

せないものであるという観点から、学校園が市立図書館等の関係機関や地域と連携を図りつつ、子

供の読書活動を推進。 

・読み聞かせや、テーマに沿って複数の本を紹介し、読書意欲を喚起する「ブックトーク」、本の魅力

を紹介しあう「ビブリオバトル」などの活動を通じて、子供たちが本に触れ、読書に興味をもつ機

会を提供。 
 
◆伝統や文化等に関する教育の充実 

・神戸っ子アートフェスティバルや KOBE こども音楽祭等を開催し、児童生徒が主体的に芸術活動に

参加・鑑賞する場を設定。 

○専門家を派遣し、鑑賞や和楽器体験を行う「わが国の伝統音楽」出前授業等を通して、伝統文化に

触れる機会を提供。 

・中学校の特色ある学校づくり推進事業において「伝統や文化に関する教育の充実」重点推進校を指

定し、地域を愛し、その発展に積極的に貢献しようとする態度を育成。 

・「わたしたちの神戸」（社会科）、「Science & Technology in Kobe」（理科）等の市独自教材を授

業で活用し、地域への愛着を深める教育を推進。 

 ・地域や郷土を愛し、貢献する人間を育成する観点や、児童生徒に身近な郷土の先人のすがたを通し

て自己の生き方をみつめ、豊かな人間性を育む観点から、郷土における先人の偉業・功績等を学ぶ

取組を展開。 
 

（関連する取組） 

◇生きる力を育む神戸の防災教育の推進【重点事業７】 

◇インターネット上のトラブルやいじめ等の未然防止の推進【重点事業８】 

◇不登校の児童生徒やその保護者への支援体制の充実【重点事業８】 

◇いじめや不登校、友人関係などさまざまな悩みに応じる教育相談の推進【重点事業８】 

◇子供読書活動の推進【重点事業 14】 
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重点事業３ 健やかな体の育成                              

○目標 

・生涯を通じて健康で活力ある生活を送るための基礎としての健やかな体を育成します。 
 

○取組の方向性 

・体力の向上や食育の推進、心身の健康の保持・増進に関する取組等を推進します。 

・魅力があり、かつ持続可能な中学校部活動を推進します。 
 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆児童生徒の体力向上 

○新しい学習指導要領に対応した「体育指導のてびき」を作成し、指導力の向上を促進。 

○民間事業者とともに行う授業「やってみよう教室」により、低学年期における多様な運動を推進し、

様々な運動を楽しむことができる体を育成。 

・小学４～６年生を対象に「こうべっこチャレンジ！新体力テスト」を実施。 

◎小学 1年生～中学３年生までの継続した体力データを蓄積し分析・活用。 

・運動が苦手な児童の技能習得ならびに意欲向上を目指して「できたよ！教室」、「あおぞら水泳教室」

を開催。 

・走る・跳ぶ・投げるという運動の基礎能力の向上を目的に「小学生陸上競技記録大会」を開催。 

◎「体力アップ通信」、「児童・教員向けの運動遊びハンドブック（仮）」を作成し、体育授業以外での

運動の日常化に向けた取組を推進。 
 

◆保健教育の推進 

・健康問題を研究協議し健康教育を推進する「学校保健委員会」を各校で開催するとともに、推進指

定校による公開や報告会を実施し、学校保健委員会の活用を促進。 
 

◆発達段階に応じた食育の推進と情報発信  

・小学校において、学校給食を「生きた教材」として活用するとともに、「食に関する指導の全体計画」

を整備し、教育活動全体で食育を推進。 

○学校給食だより、市のホームページ等に加え、親子で食育の学習や「学校給食」を試食できるイベ

ントの開催・参加により家庭での食育を啓発・推進。 

・中学校では、給食カレンダー等での食育に資する情報の発信に加え、教科における食に関する指導

での給食の活用のほか、トップアスリートに協力いただくなど、中学生の健全な食生活と体づくり

につながるよう食育を推進。 

〇ランチボックスのリニューアルのほか、人気メニューや温かい献立の充実を図るなど、生徒や保護

者のニーズを踏まえた上で、中学校給食の抜本的な魅力向上策を推進。 

〇小学生向け給食体験や保護者向けの試食会を開催し、中学校給食の定着を促進。 

◎小学校や中学校の「学校給食」のレシピをまとめた啓発本やホームページなど新たな媒体を活用し

ながら、神戸の学校給食の魅力や食育の取り組みについて情報発信を実施。 
 

◆魅力ある持続可能な中学校部活動の推進 

○安全で充実した指導が受けられる機会を確保するため、神戸市中・義務教育学校部活動ガイドライ

ンに基づき、部活動指導員（外部人材）を活用し、充実した部活動を推進。 

・学校の小規模化に対応する「拠点校部活動」の充実を促進。 

・「こうべジュニアスポーツリーダー（KJSL）講習会」によるリーダー育成を推進。 
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重点事業４ 一人一人に応じたきめ細かな教育・支援の充実        

○目標 

・子供一人一人の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服する特別支援教育や、グロー

バル化によってますます増加が見込まれる帰国・外国人児童生徒等への日本語指導等、多様な観

点からの教育的ニーズに対応した教育・支援を推進することで、一人一人の豊かな生活や自立・

社会参加に寄与し、共生社会の実現につなげます。 

 

○取組の方向性 

・特別支援教育においては、福祉との連携による切れ目ない支援の充実と教職員の資質・専門性の

向上を推進します。 

・特別支援学校においては、一人一人の発達に応じて自立に向けた取組を進めます。 

・日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒や就学機会の提供を希望する学齢経過者など、多様な

教育的ニーズに応じた支援を進めます。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆教育と福祉の連携による幼児・児童生徒への支援の充実 

・関係部局との連携を密にし、障害のある幼児・児童生徒への支援体制を構築。 

・障害のある幼児・児童生徒に係る福祉制度等の情報を周知徹底し、教職員の知識や対応力の向上を

促進。 

○学校と障害児通所支援事業所が連携し、個別の教育支援計画等を介した幼児・児童生徒への支援を

充実。 

 

◆域内の教育資源の活用・関係機関との連携による幼児・児童生徒への支援の充実 

・こうべ学びの支援センターの活用を促進し、通常の学級に在籍する配慮を要する児童生徒への指導・

支援を充実。 

○小中学校の自校式通級指導教室の設置を含め、通級指導体制の再構築を検討するほか、市立高等学

校在籍生徒の通級指導体制も拡充するなど、通級指導のニーズの増加に対応。 

・特別支援学校のセンター的機能の活用を促進し、幼稚園・小中学校、義務教育学校の指導・支援体

制を充実。 

・「神戸市立幼稚園および小中学校における医療的ケア支援事業」を実施し、保護者の負担軽減を図る

と共に、医療的ケアを必要とする幼児・児童生徒の社会的自立を促進。 

○特別支援学校における医療的ケアについて、保護者の負担軽減のため、医療的ケアを必要とする児

童生徒に対し、看護師添乗による通学支援を推進。さらに指導的な立場の医師及び看護師の配置な

どを検討し、高度な医療的ケアを必要とする児童生徒の増加に対応。 

・インクルーシブ教育推進相談員による相談体制を充実させ、市立・私立幼稚園と市立小学校との連

携体制構築を促進。 

 

◆教職員の特別支援教育にかかる資質・専門性の向上 

・特別支援教育に関する研修を毎年開催し、教職員の特別支援教育に関する知識や指導技術力の獲得・

向上を推進。 

・外部人材を活用した研修を実施し、特別支援教育推進の核となる教職員の専門性向上を推進。 
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◆一人一人の発達に応じた特別支援学校での自立に向けた取組 

・キャリア教育充実のため、市立特別支援学校全校における高等部作業学習等見学会・就労支援プロ

グラム研修会、保護者向け企業見学会等を実施し、関係機関と連携した特別支援学校の指導体制の

充実を推進。 

・高等部生徒の卒業後のキャリア充実を図るため、就職支援コーディネーターを効果的に活用し、実

習先や就労先の開拓を推進。 

 

◆特別支援学校の整備・充実 

◎市東部地域に、小学校と併設の（仮称）HAT 神戸特別支援学校や、（仮称）東部高等特別支援学校

を開校し、児童生徒の増加に伴う過密化、教室不足に対応。 

○スクールバスの増車等により、障害のある児童生徒が安心して通学できる体制を整備。 

○パート看護師を配置し、医療的ケアを必要とする子供たちの安全・安心な学校生活を実現。 

 

◆帰国・外国人児童生徒等への支援の充実 

・学校生活への早期適応をはかるため、日本語指導が必要な外国人児童生徒を対象に、サポーターや

ボランティアを派遣し、生活適応や学習を支援。 

・学習言語の修得のため、ＪＳＬ教室を設置し、日本語の話す・聞く・読む・書く力を養成。 

 ◎ＪＳＬ教室が身近にない地域においても、日本語指導が必要な外国人児童生徒等の在籍校への巡回

指導の検討を進めるほか、学習経験・言語能力に応じた適切な支援につなげるため初期面談等の充

実に向けたサポートセンター機能も検討していくことで、さらなる外国人児童生徒の増加に対応。 

 

◆学齢経過者等への学びの機会の提供 

○夜間中学において、入学要件として「市内在住者」に加え、「市内在勤者」を対象とした受け入れ拡

大を実施するとともに、夜間中学における就学ニーズに幅広く対応するため、市外在住者の受け入れ

拡大の取組を推進するなど、就学機会の提供を希望する学齢経過者等への支援を充実。 

 

◆教育費や通学費負担の軽減 

・経済的な理由により就学困難な要保護・準要保護世帯の児童生徒に対し「就学援助事業」として、

学用品費、給食費等の援助を実施。 

・住所地により定められた校区の小中学校に公共交通機関を利用し、一定の距離を遠距離通学する児

童生徒に対し、通学費用を援助することにより、義務教育の円滑な実施を促進。 

 

◆家庭の経済状況等に左右されない学習機会の提供 

○一人一人の課題に応じた指導の充実を図る、学ぶ力・生きる力向上支援員を小中学校に配置・拡充

し、放課後学習や同室複数指導、少人数指導・習熟度別学習を支援。（重点事業１から再掲） 

○市長部局との連携により、学生ボランティアを放課後学習会等に派遣し、特に支援の必要な児童生

徒の学習状況を改善。（重点事業１から再掲） 

 

（関連する取組） 

◇幼児期における特別支援教育の充実【重点事業５】 

◇役割の多様化に応じた定時制教育の充実【重点事業６】 

◇不登校の児童生徒やその保護者への支援体制の充実【重点事業８】 

◇いじめや不登校、友人関係などさまざまな悩みに応じる教育相談の推進【重点事業８】 
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重点事業５ 人格形成の基礎となる幼児教育の質の向上                                  

○目標 

・遊びや生活という直接的、具体的な体験を通して、人と関わる力や思考力、感性や表現する力な

どを育み、生きる力の基礎を培う幼児教育を推進します。 
 

○取組の方向性 

・公・私立の幼稚園・認定こども園・保育所（公私幼保）によって進められている神戸全体の幼児

教育の質の向上に、市立幼稚園としても実践・研究等を通して寄与します。 

・公私幼保における幼児教育と小学校教育との連携・接続を推進します。 
 
主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆「幼稚園教育要領」に基づく教育の充実並びに公私幼保の質の向上に寄与する研究・発信 

・基本的な生活習慣の形成・健康な心と体づくり・絵本との触れ合いの取組等、特色ある幼児教育の

充実を推進。 

・「個に応じた創意ある教育の推進事業｣｢本との触れ合い推進事業｣に取り組み、特色ある教育を推進。 

・家庭・地域の協力・連携を得ながら、道徳性や規範意識の醸成の取組を推進。 

・公私幼保で作成した「育ちと学びをつなぐ神戸のアプローチカリキュラム」も基にしながら、「幼児

期に育みたいこうべっ子の資質・能力研究事業｣に取り組み、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

を明確にするとともに、幼児理解や指導法などを研究し、保・幼・認定こども園・小学校に実践発

表、保育公開を実施。 

○「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を基に日々の実践や幼児理解、指導法をまとめ、公・私

立の幼保の各園での実践に資する事例集を作成。 

・「みんなの幼稚園」事業や「子育てサークル支援事業」、幼児のひろばなどの園庭開放により保護者

同士の交流を提供するほか、子育て相談の実施や情報提供など地域における幼児期の教育のセンタ

ーとしての役割を果たすとともに、預かり保育も実施。 
 

◆公私幼保における幼児教育と小学校教育との連携・接続の推進 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を明確にし、これを小学校の教員と共有するなど連携を図

り、幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を促進。 

○小学校を拠点として、保・幼・認定こども園・小学校が相互に連携する中で、保育・授業の充実を

図り、「スタートカリキュラム」の実践も含め、子供の学びをつなぐための連携を推進し、就学前教

育や接続期の教育の質的充実を図るため、「幼小接続のための連携推進事業」を実施。 
  

◆幼児期における特別支援教育の充実 

・障害のある幼児などの指導に当たっては、インクルーシブ教育システム構築に向けて、通級指導教

室等関係機関やインクルーシブ教育相談員との連携を図りながら、集団生活の中で一人一人の発達

を促進。 

・個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成・活用を進め、特別な支援を必要とする幼児の状態な

どに応じた指導を計画的、組織的に推進。 
 

◆市立幼稚園の幼児教育のあり方検討 

○次期「子ども・子育て支援事業計画」における幼児教育・保育の需給状況や、幼児教育無償化の影

響等を踏まえながら、市立幼稚園のあり方について検討。 
 

◆認定こども園の増加等を踏まえた幼児教育の質充実の推進 

○幼児教育・保育を一体的に提供する認定こども園の増加等を踏まえ、認定こども園等子ども・子育

て支援を所掌する市長部局との連携を密に、今後の幼児教育の推進に向けた研究・検討も行いなが

ら、質の充実を推進。 
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重点事業６ 特色ある高校教育・高専教育の推進                                 

○目標 

・市立高等学校において、人間として調和のとれた育成を目指しながら、一人一人の希望する進路

実現に向けた確かな学力・技能等を培い、生きる力を育みます。 

・市立工業高等専門学校では、市立の唯一の工学系高等教育機関として専門性の高い時代に適合す

る技術者の育成と地域社会への貢献を推進します。 

 

○取組の方向性 

・市立高校において、各校の創意工夫を生かした魅力・特色づくりを推進し、一人一人の生きる力

の育成につなげます。 

・市立高校各校間のネットワークを強化することで、特色を相互に生かした教育内容の充実を推進

します。 

・時代の変化に対応した高専の教育内容の充実を図ります。 

・高専において、地域の産業への技術的な貢献及び理科教育など小中学校との連携を進めます。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆全日制高校における魅力・特色づくりの推進 

○生徒の能力・適性や興味・関心、進路等の多様化に応じた特色ある学校づくりを目指す国の高校教

育改革の動向や、少子化等の市立高校を取り巻く状況を踏まえ、将来像も研究・検討しながら、学

校毎の魅力・特色づくり等の取組を推進。 

○高校・大学・企業・関連機関等とのネットワークを強化し、市立高校各校の特色を相互に生かした

教育内容の充実を推進。 

 

（全日制高校各校の取組） 

【六甲アイランド高校】スーパー・サイエンス・ハイスクール（ＳＳＨ）における研究・取組をさらに伸

長し、地域における理数教育の拠点校を目指す取組を推進。 

  【葺合高校】スーパー・グローバル・ハイスクール（ＳＧＨ）の取組をさらに伸長し、新たに指定を受け

たワールド・ワイド・ラーニング（ＷＷＬ）コンソーシアム構築支援事業における拠点校として、イノ

ベーティブなグローバル人材の育成を推進。 

【科学技術高校】「ものづくりは人づくり」の考え方のもと、ものづくり教育を一層進め、専門技術・先

端技術を習得し、21 世紀を支える工業人を育成。 

  【神港橘高校】「ひと」を「たから」ととらえ、道徳教育を基盤として、地域連携課題解決型学習を通し

て確かな学力とビジネスマナーを身につけた人財を育成。 

  【須磨翔風高校】単位制総合学科のシステムを活用し、進路実現を目指した自分だけの時間割作りや「キ

ャリアプランニングⅠ～Ⅲ」「人間関係」など特色ある授業を通じ、充実したキャリア教育を軸とした、

積極的な地域連携・徹底した学力の伸長・豊かな心の育成に取組み、人・社会・希望につながる神戸ら

しい教育活動を推進。 
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◆役割の多様化に応じた定時制教育の充実 

○働きながら学べる教育機関としての役割のほか、高校中途退学生徒や不登校を経験した生徒の

学び直し機会の確保等、定時制教育に求められる役割の多様化を踏まえ、定時制高校全体の動

向やニーズ等を見据えた今後のあり方についても研究・検討しつつ、基礎学力の定着（学習習

慣の確立）や生活指導、進路指導等の教育実践、各校の魅力・特色を伸ばす取組を推進。 

 

（定時制高校各校の取組） 

【摩耶兵庫高校】「人間性を育む教育を重視し、家庭・地域・関係機関と連携した教育活動を推進する学

校」、「小・中学校で不登校を経験した生徒、高校を中途退学した生徒、再チャレンジする生徒等、多様

な生徒が、学校生活を通じて自尊感情や自己有用感を高めるとともに、自分の目標を見つけ、それに向

けてチャレンジする学校」としての特色ある学校づくりを推進。 

  【楠高校】「他と協働し社会の変化に対応する社会人の育成」を目指し、生徒一人一人に応じたきめ細や

かな教育活動を推進。 

  【神戸工科高校】ものづくりを通して工業に関する基礎的・基本的な知識を習得させ、創造的な能力と実

践的な態度を持ち、社会に貢献できる人材を育成。 

 

 

【神戸市立工業高等専門学校】 

◆時代の変化に対応した高専の教育内容の充実 

・学生の質を維持・向上させるため、学生の個性や学習状況に合わせた教育を実施。 

・成長産業技術者教育プログラムにより今後成長が見込まれる航空宇宙・医療福祉・ロボット分野の

担い手を育成。 

・国際交流活動の充実により、世界的視野を持った学生を育成。 

・時代にあった新たな設備の導入や更新を行い、高専教育の特徴である実験実習環境を改善。 

 

◆地域の産業への技術的な貢献及び理科教育など小中学校との連携 

・市立の高専として、技術サポートを通じ地域のものづくり担い手の育成など社会ニーズに応じた人

材育成を推進。 

・プログラミング教育への取組み協力を含む理科教育における小・中学校との連携を充実。 
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重点事業７ 神戸の国際教育・防災教育のさらなる推進                                  

○目標 

・地球規模で人や情報が行き交うグローバル社会の進展を踏まえ、英語教育、国際理解教育・多文

化共生教育を進めます。 

・防災教育を通じ、自らのかけがえのない命を守るとともに、災害を他人事でとらえず、被災した

人々の思いに寄り添えるような子供たちを育みます。 
 
○取組の方向性 

・国際都市神戸として特色ある英語教育や国際交流等を更に推進します。 

・阪神・淡路大震災の体験を継承し、震災を乗り越えていく過程で学んだ教訓を学校教育の中で生

かします。 
 
主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆国際都市神戸としての英語教育の推進 

○小学校英語教育の質の向上を図るため、英語専任教員を配置拡充し、指導体制を強化。 

○外国人英語指導助手（ＡＬＴ）を全小中学校及び高等学校、特別支援学校に配置・拡充し、コミュ

ニケーション活動を通じた４技能５領域の統合的な育成を推進。 

・小中接続による英語教育の充実に向けた授業公開・協議会や文部科学省主催の研修に基づいた指導 

力向上研修、外国人英語指導助手（ＡＬＴ）との合同研修等を実施し、教員の指導力と英語力を強

化。 

◎「英語教育改善プラン」を策定し、国の「生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業」等に取 

り組みながら、生徒の発信力向上に向けた指導体制づくりを推進。 

◎中学生への英語民間試験受験補助の検討など、受験機会の拡大に向けた支援を推進。 
 
◆国際理解・国際交流事業の推進 

・幼稚園・小学校・義務教育学校前期課程への「外国人英語指導助手（ＡＬＴ）派遣事業（ＤＳ）」、

小学校・義務教育学校前期課程での「こうべ地球っ子プログラム」、中学校・義務教育学校後期課程・

高等学校・特別支援学校での「神戸国際人育成プログラム（ＫＩＣＰ）」を実施し、国際理解教育を

推進。 

・中学校・義務教育学校後期課程において、英語によるプレゼンテーションを行う神戸イングリッシ

ュフェスティバル、中学生英語サマースクールを開催し、実践的な英語力を発揮する機会を提供。 

・「神戸市子ども交流支援基金」を活用した姉妹都市等との中高生の相互派遣（中学生神戸・ブリスベ

ン教育交流、高校生神戸・シアトル教育交流）を中心とする国際交流を推進。 
 
◆生きる力を育む神戸の防災教育の推進 

・震災にかかる教訓を継承する取組や、神戸独自の防災教育副読本「幸せ 運ぼう」を小・中学校に

て活用する等により、「命の大切さ」や「人と人とのつながり」といった「人間としての在り方・生

き方を考える」神戸の防災教育を推進。 

・「自然に関する知識」や「社会に関する知識」といった「防災上必要な知識を身に付ける」神戸の防

災教育を進める中で、各教科と防災教育を関連付けた学習活動を推進。 

・防災学習や避難訓練等を通し、「みんなにできる防災」や「命を守る方法」といった「防災上必要な

技能を身に付ける」神戸の防災教育を推進。 

・各学校で地域の特性に応じた「防災教育カリキュラム（年間指導計画）」を策定・展開。 

・地域行事やボランティア活動への参加等を通じて、被災等の痛みを理解し、相手の思いに寄り添う

心を育成。 

・「学校震災対応マニュアル作成指針」をもとに各学校園で独自に作成した「防災マニュアル」に基づ

く訓練を実施。 

・東南海・南海地震にそなえ、防災福祉コミュニティなどの地域団体と協働で行う防災訓練を推進し、

地域の組織との連携を促進。 
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基本政策２ 安全・安心で楽しい学校を築き、地域と共に子供を支える 

重点事業８ いじめを許さず生き生きと過ごせる学校生活の実現      

○目標 

・いじめや不登校、児童虐待、非行等の問題に対し、子供たちの発達段階に応じた指導・支援を充

実させ、有意義で興味深く希望に満ちた学校生活の実現を進めます。 
 

○取組の方向性 

・「いじめを見逃さない学級・学校づくり」や 

「子供たちが生き生きとし、居場所のある学級・学校づくり」を推進します。 

・いじめ防止対策推進法等の制度意義や趣旨を徹底し、神戸市いじめ指導三原則（するを許さず さ

れるを責めず 第三者なし）を旨に、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、組織的な対応に

徹します。 

・不登校の児童生徒やその保護者への支援体制の充実を進めるとともに、いじめや不登校、友人関

係などさまざまな悩みに応じる教育相談を推進します。 

・事態の対応等において、子供や保護者に寄り添いながら真摯かつ適切な対応を行います。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆いじめの積極的な認知と適切なチーム対応の推進 

・「いじめは、どの子供にも、どの学校においても起こり得るものである」ことを十分認識し、「いじ

め防止対策推進法」に基づく「神戸市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方針」に沿

って、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を推進するとともに、各学校園の「校内いじめ問題

対策委員会」の機能を充実させ、いじめの積極的な認知、組織的対応を徹底。 

 ・養護教諭は、児童生徒等の身体的不調の背景に、いじめや不登校、虐待等の問題が関わっているこ

と等のサインにいち早く気付くことができる立場にあることから、養護教諭の資質能力の向上を推

進するとともに、専門性を生かした関係職員・関係機関の連携調整を積極的に促進。 

・児童生徒や保護者の心のケアを図るため、スクールカウンセラーを全ての小・中・高・特別支援学

校等に配置するとともに、学校だけでは解決困難な家庭環境など特別な配慮が必要な児童生徒の課

題に対応するため、スクールソーシャルワーカーを各区に拠点校配置し、相談支援体制の充実を促

進。（重点事業９から再掲） 

○学校園における様々な事案に関して法的な助言などを行う弁護士を「学校法務専門官」として教育

委員会事務局に配置。（重点事業９から再掲） 

・学校とこども家庭センター、各区こども家庭支援室及び警察などの関係機関との連携を強化し、チ

ーム学校としての体制の充実を促進。（重点事業９から再掲） 

○校内研修や階層別研修等により、教職員にいじめ防止対策推進法・ガイドライン等の制度意義・趣

旨の周知徹底や生徒指導担当教員の対応能力の向上を推進。 

 ○いじめの重大事態について、理解の徹底や適時・適切な対応を図るため、初期対応等に不備があっ

た事案を事例として実践的な研修を実施。 

 ○文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を踏まえた対応を徹底。 

 

◆インターネット上のトラブルやいじめ等の未然防止の推進 

・ＳＮＳ等を用いた誹謗・中傷、個人情報の流出、青少年の犯罪被害、さらにプライバシー上の問題

等につながるケースの増加を踏まえ、教職員を対象に情報モラルに関する研修を実施し、状況の共

有、子供や保護者への啓発を推進。 
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・各校におけるインターネット教室を児童生徒対象に実施。 

・インターネット等を通じて行われるいじめやネットトラブルへの対策として、定期的に専門業者に

よる学校ネットパトロールを実施し、緊急対応や不適切な投稿の削除方法について助言。 

 

◆児童生徒の自主活動や地域ぐるみのいじめ防止対策の推進 

・児童生徒の自主的な活動を支援する「いじめ防止広域キャンペーン」を実施。 

 ・「ふれあい懇話会」において「いじめ防止小中地域会議」を開催し、課題解決に向け、家庭・地域・

学校で連携して取組を推進。 

 

◆不登校の児童生徒やその保護者への支援体制の充実 

 ・「不登校対策研修会」において、児童生徒の不登校等の理解と早期対応に関する専門家の講演会等を

開催。 

・適応指導教室（くすのき教室）において、学校園と連携をとりながら学校不適応児童生徒の状況に

応じた指導を実施。 

 ・適応指導教室（くすのき教室）に大学生等を「すこやかフレンド」（相談員）として配置し、学習補

助や会話等児童生徒とのふれあいを通じ、通級や学校復帰を支援。 

 ・「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会確保等に関する基本方針」に則り、フリー

スクールと教育委員会事務局との連絡会を開催する等、連携を推進。 

 

◆児童虐待への対応 

・学校園とこども家庭センターや各区こども家庭支援室、警察等の関係機関との連携を強化するとと

もに、児童虐待の早期発見に努め、疑いがある場合には確証がなくとも速やかにこども家庭センタ

ー等への通告を行う等、「神戸市こどもを虐待から守る条例」に則した対応を徹底。 

 

◆いじめや不登校、友人関係などさまざまな悩みに応じる教育相談の推進 

・児童生徒や保護者の思いに寄り添ったカウンセリングを行うとともに専門家による保護者対象の講

演会を実施。 

・学校への不適応を示す児童生徒への対応について、学校が医師などの専門家から助言を得る事例検

討会を実施。 

・安心な学校づくりを進めるため、仲間づくりや自尊感情を育む「育てる教育相談」を推進。 

○「育てる教育相談」の推進において、仲間づくりや自尊感情を高めることに役立つ実践力の向上を

目的とした職員研修（スキル演習）を拡充するとともに、取組のモデルを全市に発信する実践推進

校を指定。 

 

◆非行・犯罪防止のための啓発・相談対応の推進 

・地域や関係機関と連携して非行、その他の問題行動に対応する体制づくりを推進。 

・非行防止教室や薬物乱用防止教室等を開催し指導を実施。その他、特に中・高生において、教育相

談週間を設定する等をし、薬物等のインターネット利用に対する取引の潜行化も踏まえ、生徒のＳ

ＯＳキャッチを推進。 

 

◆児童生徒や保護者向けの相談窓口の充実・周知 

 ・いじめや体罰など、児童生徒や保護者からの相談窓口の充実を図るとともに、その周知を推進。 

 

（関連する取組） 

◇自他の命を大切にする教育の推進【重点事業２】 

◇子供たちの心を育む人権教育の推進【重点事業２】 

◇学校事故対応の強化【重点事業 11】 
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重点事業９ 教職員の資質・能力の向上と学校の組織力の強化              

○目標 

・「神戸市の求める教員像」を念頭に、教育現場の第一線に立つ教職員の素養を磨き高めます。 

①豊かな人間性あふれる教員 ②教育への意欲に満ちた教員 ③視野が広く対応力のある教員 

④実践的指導力のある教員  ⑤自律心のある教員 

・複雑・多様化する教育課題に対応できる学校・事務局の体制を構築し、子供の健やかな育成につ

なげます。 
 

○取組の方向性 

・神戸市教員育成指標に基づいた研修内容の充実やOJTの活性化を進めます。 

・若手教員の指導や自主的な資質向上に対する支援を推進します。 

・学校のマネジメント機能の強化や学校に対する支援を充実させるとともに、事務局組織の再構築

や、コンプライアンス意識の醸成された職場環境の構築を進めます。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆「主体的･対話的で深い学び」を実現するための実践的な研修の充実 

・教員の授業力を高める研修を実施し、子供たちが主体的に取り組む授業づくりを推進。 

 

◆若手教員の指導 

・初任者育成 3年プランを推進し、若手教員の授業力向上を支援。 

・教員経験のない小学校の初年の臨時講師や任期付教員に対して継続的な訪問指導を行うため，指導

力豊かな校長経験者を派遣し，臨時講師等の授業力を育成。 

・「授業づくりセミナー」や、幼保小連携の学びの場である「つばめセミナー」を実施し、若い世代へ

の実践的指導力の継承を推進。 

 

◆外部人材の登用を含む研修体制の強化 

・教職大学院等と連携して研修プログラムを開発し、育成指標に沿った研修を推進。 

○民間外部人材の登用を拡充し、広い視野を持った教職員の育成を強化。 

 

◆自主的な資質向上に対する支援 

◎自主的な資質向上を促す自己評価システムを開発し、自己研鑽に対する支援を強化。 

○「校内研修・OJT」をテーマにした研究推進校事業を行い、学校園の校内研修の活性化を支援。 

 

◆高い倫理観と規範意識のある教員の育成、コンプライアンス意識の醸成された職場環境の構築 

○ハラスメントや体罰、個人情報の取扱等、コンプライアンスに係る内容を、8年目、16年目および

ベテランの教員を対象とした研修にて新たに実施し、育成指標に基づいたキャリアステージごとの

研修を強化。 

 ○教職員の当事者意識の醸成や不祥事防止に向けた研修プログラムをOJT・校内研修で実施し、コン

プライアンスに係る知識の定着と意識の向上を図り、不祥事を起こさせない職場環境を構築。 

 

◆大学と連携した養成・研修段階における教員育成の推進 

 ・大学と連携し、教育実習や学校インターンシップ、大学と連携した教員研修を推進。 

 

◆より質の高い教員の採用 

○求める人材を的確に採用できる試験方法を確立するため、適性検査を実施。 
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◆社会に開かれた教育課程の実施に向けた学校運営力の向上 

 ○学校教育目標を踏まえ、横断的視点で「教科等をつなぐ」カリキュラム・マネジメントを実践する

ことで、学習の質の向上を促進。 

 ○「次年度へつなぐ」カリキュラム・マネジメントを踏まえた学校評価の実施等を通して、ＰＤＣＡ

サイクルにより、教育内容の質の向上を促進。 

○教育活動に必要な資源等を地域等の外部も含めて活用しながら効果的に組み合わせる「人をつなぐ」

カリキュラム・マネジメントを推進。 

 

◆学校の組織力強化や学校への支援の充実 

・教頭の負担軽減のため、担任を持たず教頭業務の一部を補佐する「総務・学習指導担当」を配置し、

学校におけるマネジメント機能を強化。 

・教頭等の事務負担軽減のため、業務を補助するスタッフを配置し、学校の組織力を強化。 

・学校事務職員がこれまで以上に学校全体の運営に参画し、教頭・教員の事務負担が軽減されるよう、

学校事務職員の相互支援体制（学校間連携の取り組み）の構築を推進。（重点事業 10から再掲） 

○教職員の人事異動制度の再構築を行い、全市を見据えた教職員の最適配置による学校園の組織力の

強化や長期的な人材育成・キャリア形成による教員の資質及び指導力の向上を促進。 

・児童生徒や保護者の心のケアを図るため、スクールカウンセラーを全ての小・中・高・特別支援学

校等に配置するとともに、学校だけでは解決困難な家庭環境など特別な配慮が必要な児童生徒の課

題に対応するため、スクールソーシャルワーカーを各区に拠点校配置し、相談支援体制の充実を促

進。 

◎学校園における様々な事案に関して法的な助言などを行う弁護士を「学校法務専門官」として教育

委員会事務局に配置。 

・学校とこども家庭センター、各区こども家庭支援室及び警察などの関係機関との連携を強化し、チ

ーム学校としての体制の充実を促進。 

○教育・地域連携センターの機能拡充を進める等、学校を支援する人材のさらなる確保・活用を図る

ことで、学校のよりよい教育環境づくりを促進。（重点事業 13から再掲） 

 

◆教育委員会事務局組織の再構築 

 ○事務局内の権限・責任の明確化や情報の共有化・集約化を徹底するとともに、行政職と教育職の役

割分担の明確化やチームとしての連携強化、事務局の窓口の明確化、学校園や教育施策に精通した

職員の育成、事務局と学校園の相互理解の促進を図るなど、事務局組織の再構築を推進。 

◎事務局に新たに弁護士を学校法務専門官として配置し、法的な支援を充実させることにより、コン

プライアンス推進体制を強化。 

  

（関連する取組） 

◇児童生徒や保護者向けの相談窓口の充実・周知【重点事業８】 

◇教科指導における効果的なＩＣＴ活用の促進【重点事業 12】 

◇地域に開かれた学校運営の推進【重点事業 13】 
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重点事業 10 教育の質を高める教職員の働き方改革の推進                  

○目標 

教職員が教育者としての誇り、自覚と使命感を持ち、心身ともに健康でいきいきとした姿で子供

の前に立つとともに、自分の時間を有効に活用し、日常社会での経験・研鑽によって幅広い人間

性を身につけることで、教育全体の質を高め、子供の健やかな育成につなげます。 

 

○取組の方向性 

教職員の働き方改革として、 

・学校園の組織力の充実に取り組みます。（重点事業９にとりまとめ） 

・学校園業務の適正化を進めます。 

・教職員の事務負担等を軽減します。 

・教職員の勤務環境を改善します。 

・学校園現場における意識改革と人材育成を進めます。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆校務のＩＣＴ化の促進による教職員の負担軽減 

○さらなるセキュリティ向上・教員多忙化対策として、教育情報基盤サービスを拡充し、教職員用端

末・教育用端末等を更新。 

○出欠情報や成績情報などの一元管理、指導要録の電子化を行う校務支援システムに関して、高校へ

の共通システムの導入を進めるほか、機能の拡充を図るとともに使いやすさを向上。 

○自動採点ソフトウェアを中学校に導入し、教員がテストの採点に要する時間を削減。 

○学校徴収金に関する会計事務をより円滑に行うことができるよう、データ連携の改善など、準公費

会計事務支援システムを再構築。 

○学校園において一元的に服務管理ができるよう、学校園庶務事務システムを改修するとともに、使

いやすさを向上。 

 

◆学校業務の適正化の推進 

 ・休養日の設定等を規定した部活動ガイドラインに基づき、適切な部活動運営を推進。 

 ・学校行事等について、教育活動全体の中での優先順位を踏まえ、精選や内容の見直しを実施。 

・教育委員会事務局が行う学校園への調査・照会業務の適正化を推進。 

 ・事務の効率化に資する事務機器の改善を検討・実施。 

 

◆教職員の事務負担等の軽減 

 ・学校事務職員がこれまで以上に学校全体の運営に参画し、教頭・教員の事務負担が軽減されるよう、

学校事務職員の相互支援体制（学校間連携の取り組み）の構築を推進。 

 ・学校園で実施している多様な事務について、教育委員会事務局への引き上げを検討・実施。 

 ・学校徴収金の未納対策についての支援を検討・実施。 
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◆学校園現場における意識改革 

 ・管理職だけでなく一般教職員を対象に、働き方改革の視点を盛り込んだ研修を実施し、各学校園に

おける業務改善を推進。 

 ・教職員本人が勤務時間外在校時間を常時システムで確認することを推進し、タイムマネジメントの

意識を向上。 

 ・各学校園における業務改善の好事例を収集し、事例集を作成・周知することにより職場慣行の見直

しを推進。 

 

◆女性が活躍できる環境づくり 

・教職員の意識改革を図る「女性活躍推進」研修等を実施し、各学校園における課題の解決を支援。 

・女性管理職の積極的な登用を図るなど、教育現場における女性の活躍を推進。 

 

（関連する取組） 

◇「超スマート社会」の到来を見据えた学校のＩＣＴ学習環境整備の促進【重点事業 12】 

◇学校組織の運営体制の強化【重点事業９】 

◇学校への支援の充実【重点事業９】 

◇魅力ある持続可能な部活動の推進【重点事業３】における部活動指導員（外部人材）の活用 
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重点事業 11 安全・安心で質の高い学校教育環境の整備                  

○目標 

子供たちが安全に安心して、快適な学校園生活を送ることができるよう、質の高い教育環境づく

りを推進します。 

 

○取組の方向性 

 ・学校の小規模化や過密化、校舎の老朽化等、教育環境の諸課題に対応するため、学校の再編や

新設、校舎の長寿命化改修・増改築等の環境改善に取り組みます。 

 ・トイレの洋式化改修や、台風・豪雨災害等の自然災害発生時に避難所としても使用される学校

施設の空調整備等の機能向上を進めます。 

 ・登下校や外出時の安全・安心の確保を推進します。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆学校の適正規模化 

・小規模化、過密化している小中学校について、統廃合を含めた校区調整による適正規模化を推進。 
 

◆学級増対策の推進 

・住宅開発等に伴う児童生徒の急激な増加によって過密化が進む小中学校について、校舎の増改築や

暫定校舎の整備等、各校の状況に応じた対策を実施。 
 

◆学校園施設の老朽化対策の推進 

○学校施設の計画的な保全整備を行い、長寿命化を促進。「神戸市学校施設長寿命化計画」に沿って

建築後25年以上を経過した改修が必要な学校園施設を中心に大規模改修、長寿命化改修（全面改修）

や改築を実施。 

○学校施設の安全点検を徹底し、専門業者による安全点検パトロールの実施等による点検の充実を図

るとともに、補修等の必要な対策を実施。 
 

◆学校園施設の機能向上 

・児童生徒が円滑に移動できるようエレベーターの設置などのバリアフリー化を推進。 

・学校施設のトイレの老朽改修及び洋式化を推進。 

○特別教室等について更なる空調整備を推進。 
 

◆登下校や外出時の安全・安心の確保 

・各学校園で児童生徒等を対象に、不審者に遭遇した場合の対応等、実践的な防犯教室を実施。 

・新１年生及び市外転入者に防犯ブザーを貸与し、子供が自ら身を守るため防犯ブザーの管理や使用

方法について指導するとともに、家庭にも周知。 
 

◆学校事故対応の強化 

 ・「学校事故対応に関する指針」に基づき、重篤な事故が発生した際、必要に応じて外部専門家で構成

される調査委員会を設置して詳細調査を実施する等、学校と事務局が一体となって事故発生の防止

及び適切な事故対応を実施。 
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重点事業 12 ＩＣＴの基盤整備と利活用の促進              

○目標 

・授業におけるＩＣＴの利活用により、児童生徒の情報活用能力や学力の向上につなげます。 

 ・校務のＩＣＴ化により、教職員が子供たちと向かい合える時間を確保する等、教育の質の向上

につなげます。 

 

○取組の方向性 

・電子黒板機能付プロジェクタや実物投影機、無線ＬＡＮ等、学校のＩＣＴ環境を整備します。 

 ・授業改善に向けた効果的なＩＣＴ活用を促進します。 

 ・校務のＩＣＴ化を促進し、教職員の負担を軽減します。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆「超スマート社会」の到来を見据えた学校のＩＣＴ学習環境整備の促進 

・児童生徒の集中力や意欲を高めるとともに、授業の効率化・質の向上を図り、授業準備の負担軽減

により教員にゆとりをもたらすことができるＩＣＴ機器を整備し、本市児童生徒の学力の向上に寄

与。 

全ての市立小学校・中学校・特別支援学校・義務教育学校・高等学校・工業高等専門学校の普通教○

室に、「電子黒板機能付プロジェクタ」や「実物投影機（小学校、義務教育学校前期課程、特別支

援学校小学部のみ） 」、「無線ＬＡＮ（アクセスポイント）」等を整備。 

（タブレット）の配備やデジタル教科書の導入について検討。 ◎可動式の児童生徒用ＰＣ

 

◆授業改善に向けた効果的なＩＣＴ活用の促進 

○教員のＩＣＴ活用能力を高めるため、操作や活用法に関する研修を実施するとともに、優れた実践

事例を蓄積し共有することで市立学校全体の授業改善を推進。 

◎ＩＣＴ支援員の導入や、校内でＩＣＴ活用推進担当を置くなど、ＩＣＴ活用推進体制の構築を検討。 

 

◆校務のＩＣＴ化の促進による教職員の負担軽減【再掲：重点事業 10】 

○さらなるセキュリティ向上・教員多忙化対策として、教育情報基盤サービスを拡充し、教職員用端

末・教育用端末等を更新。 

○出欠情報や成績情報などの一元管理、指導要録の電子化を行う校務支援システムに関して、高校へ

の共通システムの導入を進めるほか、機能の拡充を図るとともに使いやすさを向上。 

○自動採点ソフトウェアを中学校に導入し、教員がテストの採点に要する時間を削減。 

○学校徴収金に関する会計事務をより円滑に行うことができるよう、データ連携の改善など、準公費

会計事務支援システムを再構築。 

○学校園において一元的に服務管理ができるよう、学校園庶務事務システムを改修するとともに、使

いやすさを向上。 

 

（関連する取組） 

◇「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進【重点事業１】 

◇インターネット上のトラブルやいじめ等の未然防止の推進【重点事業８】 
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重点事業 13 地域と学校との協働による社会に開かれた教育の実現      

○目標 

 「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会とが共有し、社会と

の連携・協働によりその実現を図るとする、学習指導要領の理念を踏まえ、地域と学校間におけ

るさまざまな取組等を推進し、子供の健やかな育成につなげます。 

 

○取組の方向性 

・子供の健全育成に向けた家庭と学校の連帯を進めます。 

・地域の協力をもとにした児童生徒の安全・安心の確保を推進します。 

・家庭・地域との連携によるキャリア教育を充実させます。 

・学校を支援する人材の育成、教員志望者の育成を進めます。 

・地域に開かれた学校運営を推進します。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆子供の健全育成に向けた家庭と学校の連帯、家庭教育支援 

・家庭、地域、学校園の連携を深め、子供たちの成長や地域の教育環境の改善や充実を図る PTA活動

に対して、研修会等への助言や情報提供などを行うとともに、教育委員会主催の研修会を開催し、

活動の活性化を支援。 

・全中学校区単位での「ふれあい懇話会」や PTAを中心に「あいさつ・手伝い運動」「早寝・早起き・

朝ごはん」を推進し、各種活動を通して、地域ぐるみの子供の育成と保護者のマナー啓発を含めた

生活習慣の向上を促進。 

○学力と強い相関関係の見られる生活習慣（神戸っ子チャレンジ 10）について、啓発カレンダーの学

校等への配布や、「教育委員会だより」での連載やシンポジウムの開催等により、家庭でのよりよい

生活習慣形成を支援。（重点事業１から再掲） 

 

◆地域の協力をもとにした児童生徒の安全・安心の確保の推進 

 ・保護者会・地域による子供の見守り活動等、事件・事故の未然防止の取組を進めるにあたり、安全

マップ情報や不審者情報の共有を推進。 

 

◆家庭・地域との連携によるキャリア教育の充実 

・小学校における生産・販売体験やボランティア活動、地域行事への参加や、中学校の時期における

職業調べや地域のゲストティーチャーなど「職業人の話を聞く会」、「トライやるウィーク」、「神戸

マイスター」による出前授業等の職場・職業体験、また、高等学校における地域企業にご協力いた

だいてのインターンシップなどにより、生きる力を身につけ、勤労観・職業観の形成・確立を促進。 

 ・ホンモノに触れる機会として「その道の達人」に学ぶ体験講座や、「大人・親の働く姿を見せる運動」

として「子ども参観日（職場訪問）」の実施を促進。 
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◆学校を支援する人材の育成、教員志望者の育成 

・教育・地域連携センターを中心として、学校で支援活動を行う「学校支援ボランティア」の育成を

推進するとともに、教員志望の大学生等を市立学校に配置する「学生スクールサポーター」制度を

推進。 

○教育・地域連携センターの機能拡充を進める等、学校を支援する人材のさらなる確保・活用を図る

ことで、学校のよりよい教育環境づくりを促進。 

・大学と連携し、教育実習や学校インターンシップ、大学と連携した教員研修を推進。（重点事業９か

ら再掲） 

 

◆地域に開かれた学校運営の推進 

○地域に開かれた学校園づくりを推進していくため、学校評議員制度、学校運営協議会制度（コミュ

ニティ・スクール）を推進。 

・各学校園が設定した目標の達成度や状況を明らかにして、その結果を学校改善に活かすため、神戸

市学校評価ガイドラインに基づいた学校評価の実施・公表による学校運営の改善を促進。 

 ○「次年度へつなぐ」カリキュラム・マネジメントを踏まえた学校評価の実施等を通して、ＰＤＣＡ

サイクルにより、教育内容の質の向上を促進。（重点事業９から再掲） 

○教育活動に必要な資源等を地域等の外部も含めて活用しながら効果的に組み合わせる「人をつなぐ」

カリキュラム・マネジメントを推進。（重点事業９から再掲） 

 

◆教育委員会の情報発信の充実 

・教育委員会ホームページや教育委員会だよりにおいて、教育委員会の活動内容及び神戸の教育に関

する取組や話題等を掲載し、積極的な PRを推進。 

・教育委員が学校園に出向き、直接保護者や学校評議員と意見交換をする「神戸スクール・ミーティ

ング」を実施。 

 

（関連する取組） 

◇社会に開かれた教育課程の実施に向けた学校運営力の向上【重点事業９】 

◇地域が支える子供読書活動の推進【重点事業 14】 
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重点事業 14 地域に活かし・つながる社会教育の充実                    

○目標 

 一人一人が生涯にわたって学ぶきっかけづくりを推進し、能力を発揮して人と人がつながる社

会を目指し、豊かな創造性を備えた持続可能な社会づくりの担い手を地域で育むとともに、学び

の成果を社会に還元します。 

 

○取組の方向性 

・社会教育施設において、学ぶ機会の充実や学習還元活動の支援等を進めます。 

・人生を豊かにする文化・芸術・歴史にふれあう身近な機会の充実を進めます。 

・神戸の文化財や伝統文化等の保存・活用・継承を推進します。 

・ライフスタイルに応じた学びを支援する図書館サービスを充実させます。 

・子供読書活動を推進します。 

 

主な取組             ◎･･･新規の取組 ○･･･拡充する取組 ・･･･継続する取組  

◆生涯の「学ぶ」機会の充実、地域に還元する「活かす」学習活動の支援 

・「学び」によって大人もいつでも変われることや、人や社会とのつながりで新たな価値観が生まれる

ことを次世代に伝える重要性を踏まえ、社会教育施設において、学習機会の充実を図るとともに、

市民の自主的な生涯にわたる学習を促進し、成果を地域に「活かす」学習還元活動を支援。 

・拠点となる公民館を中心に、健康や環境、防災、多文化共生といった社会情勢に応じて変化する課

題に対応した講座等を開催し、地域の特色と社会の要請に応じた学習機会を提供。 

 

◆新しい社会の力の創造に資する「つながり」の促進 

 ・持続可能な社会づくりの担い手の養成の観点も踏まえながら、「つながり」による新たな価値観を創

造する学びの場づくりを推進するため、社会教育関係部局や社会教育施設・団体との連携を推進。 

 

◆地域交流、コミュニティ活動の場の充実 

・学校施設をスポーツや文化活動等に地域に開放する学校施設開放事業を実施。 

・世代を超えた地域交流の場として、地域のボランティアの協力により、小中学校の市民図書室を運

営。 

・史跡等の文化財を核として、地域と協働して保存・活用事業を実施。 

 

◆人生を豊かにする文化・芸術・歴史にふれあう身近な機会の充実 

 ・博物館や小磯記念美術館、神戸ゆかりの美術館において、国内外の博物館・美術館の名品、館蔵コ

レクション、地域文化に焦点をあてた展覧会等を開催。 

 ・博物館や小磯記念美術館、神戸ゆかりの美術館において、関係諸機関と連携し、展覧会、コレクシ

ョン、地域文化を深く知り、体感するための普及事業を実施。 

・埋蔵文化財センターや内田家住宅・ラインの館等の文化財公開施設で、地域の歴史に関する情報を

提供。 
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◆神戸の文化財や伝統文化等の保存・活用・継承 

・文化財の調査・指定等、修理や管理への助成等、公開活用、普及啓発事業等を行い、市民文化の向

上を推進。 

◎文化財保存活用地域計画策定に向けての調査および検討を実施。 

・博物館や小磯記念美術館、神戸ゆかりの美術館において、計画的な館蔵資料・地域文化の調査に関

する計画の立案、実施を行い、研究紀要、展覧会図録、その他の媒体を用いて広く市民に研究成果

を発信。 

・博物館や小磯記念美術館、神戸ゆかりの美術館等において、文化財を次代に伝えていくための適切

な保存環境、収蔵環境を維持。 

 

◆ライフスタイルに応じた学びを支援する図書館サービスの充実 

・地域の情報拠点、生涯にわたる学習拠点として必要な資料をさらに充実させ、一人一人のニーズや

ライフスタイルに応じた学習機会を提供。 

○電子図書館など新たなサービスや機器の導入を進めることで、図書館サービスの利便性をさらに推

進。 

○障害がある人、外国人や外国にゆかりがある子供など、図書館利用に支援が必要な人に対して、 

  大きな活字の図書や日本語学習用図書、母語の絵本等、それぞれに配慮した資料やサービスを提供

するとともに、利用環境を整備。 

◎基本計画に基づき、「新しい出会い、新しい発見がある、本の『広場』」のコンセプトで新・西図書

館を、「美しい 知と情報のゲートウェイ」のコンセプトのもと新・三宮図書館をそれぞれ整備する

とともに、垂水図書館の移転・拡張も検討。 

 

◆子供読書活動の推進 

・子供の年齢層や状況に応じ、家庭、地域、学校園、図書館等子供が生活するさまざまな場において、

読書環境の整備や読書意欲の向上に資する取組、啓発・情報提供等を促進。 

・乳幼児期からの読書習慣の形成に資する資料・情報の提供として、ブックスタート関連事業や、市

立図書館での乳幼児向けおはなし会等を実施。 

・子供と読書を結びつけるため、読み聞かせやブックトーク、市立図書館での司書体験などの事業を

実施。 

・図書館を活用した調べ学習や知識の習得を支援するため、参考図書を充実させるとともに、調べ学

習を支援する取組を実施。 

・中高生が読書に興味をもてるよう、市立図書館に YA コーナーを設置するとともに、中学や高校と

連携を推進。 

・市立図書館の学校園向けサービスの充実や、司書教諭、学校司書に対する研修等の支援を促進。 

・子供の読書活動推進に関わるボランティアとの連携事業を実施するとともに、ボランティア講座等

により資質向上や交流を推進。 
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