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はじめに 

 

神戸市教育振興基本計画は、教育基本法に基づく神戸の教育の総合的な中期計画で、

神戸の教育が目指すべき子供像や重点的に取り組む施策などを明示し、市民と共に取

り組んでいくための拠りどころとなるものである。 

第１期計画（平成21年度～25年度）を終え、策定された第２期神戸市教育振興基本

計画（平成26年度～30年度）においても、これまでの神戸の教育理念である「人は人

によって人になる」を継承し、「心豊かに たくましく 生きる人間」を目指す子供像

として掲げる。 

加えて、第２期神戸市教育振興基本計画においては、市民が共に手を携えつつ、そ

れぞれの役割と立場で教育にかかわることで、教育課題を克服するとともに、これま

で積み上げてきた特色ある教育実践の強みを伸張する取組を更に推し進め、「教育日本

一のまち神戸」を目標として掲げていく。 

教育には「子供の成長や発達」「教師力や学校力」「特色ある教育内容」「市民と共に

育てる」といった様々な側面があることから、目標実現に至る道筋を 

①一人一人の自立に向けた力を伸ばす 

②教職員・学校の魅力と実力を磨き高める 

③特色ある神戸の教育を更に発展させる 

④市民が自ら学び子供の育ちを共に支える 

という「４つの方向性」として掲げた。 

さらに、「４つの方向性」に最も密接にかかわる４つの「最重点事業」をはじめとす

る20の「重点事業」に着実に取り組むとともに、それぞれの「成果指標」を目安とし

て毎年度点検評価と改善を重ねながら、総合的に、そして一歩ずつ中期的な目標とし

ての「教育日本一のまち神戸」を目指していくこととする。 

「平成30年度 目標及び行動計画アクティブプラン」は、第２期神戸市教育振興基

本計画の単年度計画として「平成28年度教育振興基本計画 点検・評価委員会」の意見

や平成29年度の取組や成果を踏まえながら、「神戸市教育大綱」（平成28年１月に策定）

で示された７つの方針の具現化に向けて編成した平成30年度予算を反映し、具体的な

取組の目標と計画を示したものである。 

 

*7つの方針…①学力の向上、②教員の資質向上、③学校の組織力の強化、④教員の多忙化対策、 

⑤学習機会均等の確保、⑥子供たちが健やかに育つ環境の整備、 

⑦教育に関する科学的な調査研究 
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 (☆)大綱関連 
 

 

１．一人一人の自立に向けた力を伸ばす 

２．教員・学校の魅力と実力を磨き高める 

３．特色ある神戸の教育をさらに発展させる 

４．市民が自ら学び 子供の育ちを共に支える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第７章 主体別の役割分担と計画の発信・進行管理 

 

４つの方向性と最重点事業及び重点事業 

 

 

１．一人一人に応じたきめ細やかな指導の充実   

２．確かな学力の育成 －力のつく授業の推進 ―  

３．豊かな心の育成 

４．健やかな体の育成  

５．特別支援教育の充実 

６．幼児教育の充実  

７．特色ある高校教育・工業高等専門学校教育の推進 

重

点

事

業 

 

８．教員を支え伸ばす学校の組織力の充実  

９．子供の力をひき出す教職員の力の向上 

10．子供たちが生き生きと過ごせる学校生活の実現 

11．安全・安心な学校づくりに向けた環境整備 

12．学校園適正規模化の推進  

13．教育活動の評価・改善と情報発信の充実 

重

点

事

業 

 

17．教育を支える主体（家庭、地域、PTA、学校園等、大学、企業、NPO、 

区役所を含む行政）間の連携と協働 

18．家庭教育支援の充実 

19．生涯を通じて市民が自ら「学ぶ」「活かす」「つながる」学習環境づくり 

20．スポーツの振興 

 

重

点

事

業 

 

14．生きる力の基礎となる「言葉の力」の充実  

15．グローバル社会に対応した英語教育、国際理解・多文化共生教育、 

国際交流の充実 

16．神戸らしい教育（防災、キャリア・体験、環境・福祉、人権、伝統文化、 

芸術に関する教育）の充実 

重

点

事

業 

方向性１  一人一人の自立に向けた力を伸ばす 

教職員・学校の魅力と実力を磨き高める 方向性２  

方向性３  

方向性４  

特色ある神戸の教育を更に発展させる 

市民が自ら学び子供の育ちを共に支える 

(☆) 
(☆) 

(☆) 
(☆) 

(☆) 

(☆) 
(☆) 
(☆) 

(☆) 

(☆) 

(☆) 

(☆) 

(☆) 

(☆) 

(☆) 

（最重点事業） 

（最重点事業） 

（最重点事業） 

（最重点事業） 
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★重点事業１ 一人一人に応じたきめ細やかな指導の充実                          

◆個に応じた指導の推進 

○全小・中・義務教育学校に配置している学ぶ力・生きる力向上支援員を、小・中学校 45校に追加配

置。 

・学習支援ツールを全小・中・義務教育学校、特別支援学校等で活用。 

 

◆学力の定着状況及び学習意識・生活実態の把握と検証・改善 

・小学校４・５年生と中学校１・２年生を対象とした学力定着度調査を行い、全国学力・学習状況調査

とあわせ、小学校４年生から中学校３年生までの６年間を通した個々の児童生徒の学力定着状況を経

年で把握し、きめ細かな学習指導を実施。 

 

◆授業時数の補充・確保・拡充 

・全小・中・義務教育学校において、夏季休業日中に各校独自で定めた日に授業を試行実施。 

 

◆家庭での学習や生活に対する支援及び指導 

○学習支援ツールの個別配信について、導入済の中学校に加えて、小学校モデル校（15校程度）、特別

支援学校等の児童生徒へも拡大し、家庭等での自主学習を支援。 

・「神戸っ子チャレンジ 10 カレンダー」を、各教室や PTA・保護者・地域関係者の活動場所に掲出。 

 

◆小中連携の推進 

・同一中学校区等の小・中学校で児童生徒の学力や学習意識、生活状況などの実態及び課題について

情報共有し、教員相互の合同研修や共同研究、授業参観、出前授業等を行い、小・中学校の連携を

推進。「学力向上担当者連絡会」（再掲：重点事業２）において小・中学校で情報を交換。 

・義務教育学校港島学園における小中一貫教育の実践研究を推進するとともに、「力のつく授業推進指

定校」においても学習面における小中連携の取組を推進。 

 

◆幼稚園教育要領を踏まえた幼児教育の充実（再掲：重点事業６） 

 

◆域内の教育資源の活用・関係機関との連携による幼児・児童生徒への一層の支援 

（再掲：重点事業５） 

 

 

方向性１ 一人一人の自立に向けた力を伸ばす 
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重点事業２ 確かな学力の育成 ― 力のつく授業の推進 ―                     

◆「力のつく授業」の推進 

・「個に応じた指導の充実」、「授業の内容・質の向上」、「学校のチーム力の向上」を３本柱とした「力

のつく授業推進プラン」に基づいた取組を進めるとともに、「学力向上推進プロジェクト」を継続・

拡充。 
・各校の「学力向上担当者」が中心となり授業改善に取り組むとともに、実践事例の共有等のため連

絡会を開催。 
・「力のつく授業―神戸方式―」をもとに、各校で作成した共通指導事項の取組を他校に広める。 
・授業力の高い教員「神戸授業マイスター」等による授業動画を教員向けに配信。 

・「力のつく授業推進指定校」を指定し、授業改善などの研究を推進。 

・指導主事や教員 OB、学識経験者からなる「学力向上サポートチーム」を各校の研修に派遣。 

 

◆国語科教育の充実 
・学校や研究部等関係機関と連携し、授業改善を推進。 
・基礎的・基本的な知識・技能を活用し、日常生活に必要な記録、説明、報告、紹介、感想、討論な

どの言語活動を通して指導事項を指導。 
・ペアトークやグループトークなどを、授業で活用。 
・新聞、意見文、手紙文、報告文など様々な文章を書く学習活動を授業の中に取り入れる。 
・児童生徒が本に触れる機会を多くもてるよう読書環境の整備を推進。 
・古文や漢文の音読や朗読を通して、昔の人のものの見方や感じ方を知る指導の工夫。 
 

◆理数教育の充実 

・市独自の開発教材や教員用資料等を活用した教材研究を推進するとともに、学校や研究部等関係

機関と連携し、算数的活動・数学的活動を通した授業づくり研修等の充実。 

・グループ学習の積極的な活用や教具・教材の工夫を推進。 

・観察・実験などを重視した授業づくりや科学的な体験・自然体験の充実を推進。 

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）と連携し、重点推進校（小学校 12 校、中学校 10 校）において宇宙

を素材にした授業づくりや教材開発を実施。 

・工業高専において、移動科学実験車「おきしお号 神戸高専モバイルラボ」を活用し、出前授業、

公開講座、工作教室などの活動の充実。（再掲：重点事業７） 
・実験器材の整備や理科観察実験支援員の配置を行い、教員研修等の充実を図り、小・中・義務教育

学校において観察実験を取り入れた問題解決型の理科の授業づくりを推進。（再掲：重点事業９） 
 

◆社会科教育の充実 

・めあての提示と学習の振り返り、小集団学習などを取り入れた授業づくり。 
・問題解決的な学習の一層の充実及び地図をはじめとする様々な資料活用について、学校や研究部等

関係機関と連携し研究を推進。 
・独自開発教材「私たちの神戸」等を活用した学習を推進。 
 

◆国際都市神戸としての英語教育の推進（再掲：重点事業 15） 

◆「読んで 考えて まとめながら 書く」活動の推進（再掲：重点事業 14） 

◆学校図書館の充実（再掲：重点事業 14） 

◆読書活動の推進（再掲：重点事業 14） 

◆ICT を効果的に活用した教科指導 

・「ICT活用」重点推進校（小学校２校、中学校１校）における効果を検証するとともに、ICT 機器の導入を

推進。 

・教員の ICT活用指導力の向上を図り、児童生徒の ICT活用能力を高める指導を推進。 

 



目標◆  行動計画（◎新規事業 ○拡充事業 ・継続事業） 

- 5 - 
 

重点事業３ 豊かな心の育成                                             

◆こうべっ子豊かな心育成プランに基づいた教育の推進   

・「こうべっ子豊かな心育成プラン」に基づき、道徳教育や様々な体験活動・自主的活動を通して、子

供たちの規範意識の向上や命を大切にする教育等を推進。 
 

◆子供たちの心に響く道徳教育の推進   

・全小・中・義務教育学校において学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、道徳教育の全体

計画と道徳科（道徳の時間）の年間指導計画を作成。 
・学校の教育活動全体を通じて道徳教育を推進。 
・道徳科（道徳の時間）の授業公開や学校・学年だより等で道徳教育についての発信を積極的に行い、

家庭と連携して豊かな心を育み、規範意識の向上を図る。 
 

◆命を大切にする教育の推進  

・命の尊さを実感できる体験活動や幼児・児童生徒個々の発達の段階に応じた命の学習を推進。 
・「命の大切さ」「人と人とのつながり」など震災で得られた教訓を継承。 
・「自分の命は自分で守る」という意識と技能を育てる防災教育を推進。 
・家族・家庭の大切さなどの理解を深めるため「幼児とのふれあい体験」などの学習プログラムを活

用。 
 
◆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。 
・児童会、生徒会等による学校行事等の自主運営を推進。 
 

◆あいさつ・手伝い運動の推進  

・「あいさつ・手伝い運動」を取組の中核として位置付け、好ましい習慣づくりを推進。 
・神戸市あいさつソング「ほら、つながった♪」の更なる活用を推進。 
・「神戸っ子（こうべっ子）チャレンジ 10」を全小・中・義務教育学校に発信。 
 

◆情報モラル教育の推進  

・個人情報の取扱い、著作権の尊重及びネットワーク上のマナーなどについての教員研修を充実

し、情報モラルの指導力の向上を図る。 

・道徳、総合的な学習、学級活動等を通じて、発達段階に応じた情報モラル教育を推進。 
・警察等関係機関との連携を深め、最新の情報や問題への対応等を取り入れた効果的な研修を計画・

実施。 
・「ネットいじめ等防止プログラム」を実施し、インターネットやソーシャルメディア上で起こるトラ

ブルやいじめ・人権侵害防止のための取組を推進。（再掲：重点事業 16） 
・委託業者による「学校ネットパトロール」を定期的に実施し、緊急対応や書き込みの削除などを実

施。 
 

◆「神戸つばめプロジェクト（保幼小連携推進事業）」による道徳性や規範意識の醸成等 

（再掲：重点事業６） 

◆いじめ未然防止・早期発見・早期対応対策の充実（再掲：重点事業 10） 
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重点事業４ 健やかな体の育成                                            

◆「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」を活用した体力向上への取組 

・小学校５年生および中学校２年生を対象とした「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」、小学校４

～６年生対象の「こうべっ子チャレンジ！新体力テスト」、中学１～３年生対象の「こうべスポーツ

テスト」の実施。 

・「こうべっ子！体力アップ通信」を作成し、家庭と連携した運動習慣の定着を図るとともに、学校に

おいて課題の分析・改善を推進。 

・小学校・義務教育学校前期課程において「体力アップ重点校」における取組の成果を他校展開。 

・民間外部指導者を活用し、放課後に運動の苦手な小学生を対象としたとび箱運動教室「できたよ！

教室」を開催。 

◎小学校１年生を対象に、民間外部指導者が教員とともに授業を行う「やってみよう！教室」を実施

（20校程度）。 

・学校体育授業の改善として、「体育指導のてびき」「評価に関する資料」の活用を促進。 

◎新学習指導要領に対応した「平成 32年版 体育指導のてびき」を作成。 

・教員の体育指導技術向上のため、各校園種別に授業公開および研究発表会を実施。 

・水泳の苦手な小学校６年生を対象に「あおぞら水泳教室」を開催。 

・小学校５・６年生が、自己の記録に挑戦する「神戸市小学生陸上競技記録会」を開催。 

・神戸市少年団活動や神戸総合型地域スポーツクラブを紹介・案内。 

○スポーツ大会や教室の申込期日や参加案内等の情報を事務局のホームページに掲載。 

 
◆発達段階に応じた食育の推進と情報発信 

・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。マニュアルに基づくアレルギー対応を実施。（小学校・義務教育学校前期過

程） 
・教科における食に関する指導や給食を活用し、食育を推進。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図る。 
・トップアスリートに協力いただき、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。 
・学校だより、食育（給食）だより、神戸市のホームページ等を通じて食育の内容を家庭へ情報発信。 
・PTAとの連携を図り、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や、「学校給食」

のレシピをまとめた啓発本を作成・配付し、家庭での食育を啓発・推進。 
 ◎新たに設立する一般財団法人神戸市学校給食会において、学校給食事業を実施。 
 
◆保健教育の推進 

・学校、家庭、地域が連携するなどして「学校保健委員会」を開催。 
・歯と口の健康づくりや、中学校を中心にがん教育を進め、健康と命の大切さの理解を深める。 

 
◆部活動の充実 

◎教員の多忙化解消と中学校部活動運営の維持を図るため、教員に代わって見守り活動や技術指導等

を行う外部支援員・外部指導員の職務と配置数を拡大するとともに、部活動運営全般を単独で担う

外部顧問を新たに配置（５校）。 

・学校の小規模化による中学校部活動の休廃部に対応するため、「拠点校部活動制度」「合同部活動制

度」を実施。 

◎国の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」の指針に沿って「神戸市立中・義務教

育学校部活動ガイドライン」を策定し、部活動を運営。 

・スポーツリーダー候補生（中学２年生）と部活動指導者を対象にした大学教授等によるリーダ

ーシップ研修の実施。「KJSL（こうべジュニアスポーツリーダー）講習会」の開催。 

・トップアスリートに協力いただき、部活動の活性化や競技力・指導力の向上を図る。 
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重点事業５ 特別支援教育の充実                                          

◆域内の教育資源の活用・関係機関との連携による幼児・児童生徒への一層の支援 

・「学びの支援ネットワークプラン（個別の教育支援計画）」を作成・活用し、関係機関と連携した教

育的支援を実施。 
・幼児や通常の学級の児童生徒に対する支援のため、各学校園で「個別の指導計画」を作成。 

・特別支援学校のセンター的機能を充実し、特別支援学級を中心に、幼児・児童生徒に対する教育相

談・巡回指導等を実施。 
・こうべ学びの支援センターの巡回相談員・専門相談員・医療教育相談員を活用し、増加する相談件

数に対応。 

◎国の「高等学校における通級による指導」の制度化に合わせ、市立高等学校生徒を対象とした通級

指導教室を新たに設置し、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を通じた切れ目のない支援を実施。 

・インクルーシブ教育推進相談員による私立幼稚園への助言・相談により、特別な教育的支援を必要と

する幼児・幼稚園への支援を充実。 

○市立小中学校に加えて、新たに市立幼稚園においても、医療的ケアを必要とする児童生徒に対する医

療的ケア支援を実施。週最大 10 時間まで訪問看護ステーションから看護師を派遣。 

 
◆すべての教職員の特別支援教育の専門性の向上 

・通常の学級に在籍している発達障害の可能性のある幼児・児童生徒に対応するために、すべての教

職員の基礎的知識・理解・対応力の向上を推進。 
・外部人材の活用などにより、特別支援教育コーディネーターや特別支援学校、特別支援学級、通級

指導教室等の多様な学びの場を支える教職員の専門性を高める研修を推進。 
・特別支援学校における特別支援学校教諭等免許状の保有率向上を目指す。 
 

◆一人一人の発達や特性に応じた特別支援学校での自立に向けた取組 

・特別支援学校の指導体制拡充を図るとともに、医療、福祉、労働等の関係機関との連携を推進。 
・キャリア教育を充実し、全特別支援学校で「就労支援プログラム」を通して社会を生き抜く力を育

成。 
・特別支援学校卒業生の就労を支援するため、就職支援コーディネーターによる現場体験実習先や就

職先の企業開拓、外部講師による実践的な授業等を実施。 

 

◆特別支援学校の整備・充実 

○HAT神戸で知肢併置の特別支援学校新設に向けた整備。（平成 33年４月開校予定） 

○スクールバスの増車やタクシー交通費の補助を実施。 

○パート看護師の増員。 
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重点事業６ 幼児教育の充実                                            

◆幼稚園教育要領を踏まえた幼児教育の充実 

・幼稚園教育要領に基づく基本的な生活習慣の確立、健康な心と体づくりの推進、保幼小連携、特別

支援教育、人権教育、絵本とのふれあいの推進などを柱とし、特色ある幼稚園づくりを推進。 

・幼児の生活や遊びという直接的・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、社会と関わる人として生きる力の基礎を培う。 

・「神戸市立幼稚園３年保育教育課程基準」を参考に、幼児期の発達の特性を踏まえ、３年保育児と２

年保育児が育ち合う環境による教育を推進。 

・特色ある教育活動を園のホームページや保護者会などで積極的に情報発信。 

・絵本環境の整備や絵本の貸出を行うなど、本とのふれあいを充実。絵本ボランティア等を活用。  

・身近な自然との関わりを楽しんだり、感じたことや考えたことを自分なりに表現したりするな

ど、幼児の主体的な活動を推進。 

・飼育や栽培活動で、幼児自ら世話をしたり成長を楽しみにしたりするなど自主的な活動を促進。 

  

◆幼児期における家庭教育への支援 

・「みんなの幼稚園」事業や園庭開放などによる保護者同士の交流の場の提供、子育て相談の実施や情

報提供、「預かり保育」の拡充など子育て支援の充実を図る。 

 

◆「神戸つばめプロジェクト（保幼小連携推進事業）」による自立心、協同性、道徳性・規範意識の

芽生え等の育成 

・幼児教育と小学校教育との円滑な接続のため「幼小接続のための連携推進事業」「幼児期に育ってほ

しい‘こうべっ子’の資質・能力研究事業」等をはじめとした「神戸つばめプロジェクト（保幼小

連携推進事業）」を積極的に推進。 
・「幼小の学びをつなぐ実践事例集Ⅰ」、指導資料「育ちと学びをつなぐ神戸のアプローチカリキュ

ラム～幼児期の終わりまでに育ってほしい姿～」を活用し、特色ある教育を推進。 

・幼稚園や保育所等の保育や授業を見合うとともに、接続期のカリキュラムの作成に向け、教育内容

の相互理解を図る。 

・全市小学校で一斉に行われるオープンスクールに、幼児･保護者の積極的な参加を勧奨。 

◎幼児教育の質の向上に係る自己啓発研修、小学校と近隣の公私の幼稚園・保育所・認定こども園と

の連携事業の拡大実施や、大学等への先進事例研究調査委託など、「研修」「実践・交流」「研究」

の３つの視点から就学前教育の質の充実を推進。 

 

◆幼児期における特別支援教育の充実 

・集団の中での発達促進のため、幼児の障害の状態等に応じた指導を計画的、組織的に推進。  

・統合保育を該当園で推進。 

・通級指導教室との連携、専門家の指導助言により、幼児への支援内容を充実。  

・家庭や医療機関、福祉施設などの関係機関、小学校や特別支援学校などとの連携、引き継ぎを計画

的、組織的に実施。 
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重点事業７ 特色ある高校教育・工業高等専門学校教育の推進                       

◆特色ある高校教育の推進 

・「学校経営計画（学校マネジメントプラン）」の充実を図り、組織的な教育活動を展開。 
・学習指導要領の趣旨に基づいた魅力ある教育課程を編成し、各校の学科や課程に応じた特色ある教

育を一層推進するとともに、情報発信の充実を図る。 
 

◆確かな学力の育成とキャリア教育・ものづくり教育の推進 

・目標に準拠した観点別学習評価を通じ、学習指導の改善・充実を図る。 

・補習・個別学習の充実や家庭学習の定着を図り、各校の目標に応じた確かな学力を育成する。 

・「進路ガイダンス」等の充実を図り、インターンシップを推進。 

・SSH（スーパーサイエンスハイスクール：六甲アイランド高校）や SGH（スーパーグローバルハイス

クール：葺合高校）の取組を受け、特色ある教育活動をさらに深化。 

・地元企業と連携し、高校生が実践的な技能や技術などの指導を受けることによって、学習意欲を喚

起し、ものづくりやビジネス教育など産業教育の充実を図る。 

・工業教育に不可欠な実習機器の整備・更新を進め、ものづくり人材の育成を推進。 

 

◆商業教育の魅力化推進及び定時制教育の在り方検討 

・神港橘高校において、時代のニーズに応じた魅力ある教育課程を展開し、神戸らしい特色をもった

産学公連携による実践教育を推進し、神戸を愛し、支える「人財」を育成。 
・上級学校への進路実現に向けた学力の育成を図るとともに、新規の職場開拓を推進することに

より進路指導の充実を図る。 

・市立定時制高校及び近隣の多部制高校や夜間定時制高校の志願者数、在籍者数の推移、多様化

する生徒・保護者のニーズ等を調査・研究し、よりきめ細やかな支援に向けた定時制高校のあ

り方を検討。 

 

◆時代の変化に対応した高専の教育内容の適合化 

・産業の高度化・グローバル化に対応するため、語学教育の充実、海外の高等教育機関との連携・交

流等を通して、国際性を育てる教育を推進。 
・産業の高度化に伴うニーズにこたえるために、時代に合った高度な実験実習設備を導入。 
 

◆地域の産業への技術的な貢献及び理科教育など小・中・義務教育学校との連携 

・地元企業と連携し、技術的なサポートによる人材育成への貢献をより一層推進。 
・小・中・義務教育学校と連携し、児童生徒の「理科離れ・ものづくり離れ」の解消に向けた理科教

育への取組に貢献。 
・移動科学実験車「おきしお号 神戸高専モバイルラボ」を活用し、出前授業、公開講座、工作教室

などの活動を充実させる。 
・「航空宇宙・医療福祉・ロボット分野」における「成長産業技術者教育プログラム」を地元民間企業

者等との協働で開講。 
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★重点事業８ 教員を支え伸ばす学校の組織力の充実                              

◆学校組織の運営体制の強化 

・人事・組織面での学校園の裁量拡大を進めるとともに、各学校園で校園長のリーダーシップのもと、

教育活動の充実に向け、学校の組織運営を支える教職員の力をより有効的に活用するなど組織体制

を強化。 

・教頭がその役割を適切に果たすことができるよう、教頭・主幹教諭・事務職員の役割を整理・明確

化。 

・学校運営・教育活動のグループリーダーとしての役割を担う主幹教諭を効果的に配置・活用。 

○学級担任を持たずに教頭を補佐する「総務・学習指導担当」の配置を拡充。（小学校） 

○「教頭業務補助スタッフ」の配置校数を拡充。 

◎教員が子供に向き合う時間を確保し、教員自身が指導力・授業力を高め、学級経営などを円滑に進

めるために多忙化対策を進めるにあたり、「学校の業務改善に関する方針・計画」を策定。 
◎学校事務職員の標準職務の明確化と相互支援体制の構築 
・女性管理職の登用を積極的に推進。 

 

◆教職員の多忙化軽減のための ICT の活用 

・神戸市情報教育基盤サービス（KIIF）の運用において、高性能・小型・軽量で省エネ対応の PCを採

用するとともに、文書管理機能を付加したグループウェア（SMOOVE）を活用。 

○小・中・義務教育学校に導入した校務支援システムを幼稚園においても新たに活用。 

○高等学校の学事システムを全校統一し、調達・保守・運用を事務局に集約し、教員の負担軽減、校

務の標準化・効率化を図る。 

○学校徴収金について、収納管理システム及び「学校徴収金会計事務センター」の運用に加え、会計

事務をより円滑に行うことができるよう、データ連携の改善等、準公費会計事務支援システムを再

構築（平成 31年度稼働予定）。 

 

◆学校事務処理体制の見直し 

・「神戸市学校園業務改善検討委員会」を活用し、事務局から学校園への調査・報告の見直しや、電子

メール送信におけるルールの徹底、配布物の削減などにより、学校園の負担軽減を推進。 

○就学援助の申請に関する事務を平成 31年度から教育委員会事務局に集約し、教員の負担軽減を推進。 

 
◆解決困難事例に関する学校支援の充実 

○いじめ問題を含む問題行動等の複雑化など、日常の学校運営において学校だけでは対応・解決が困

難なケースについて、学校支援アドバイザーが適宜学校訪問を行い、早期における状況把握に努め、

事務局が主体となって状況を適切に判断し、事案に応じた学校サポートチームを編成、ケース会議

等を開催。弁護士、警察、児童相談所、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等専

門家の知見を活用する体制をさらに充実させ、学校支援を一層強化。 
・学校園における法的な問題を含むトラブルに対応するため、教育法務監理役として弁護士を委嘱し、

日常的に相談できる体制を整備。 
 
 

方向性２ 教職員・学校の魅力と実力を磨き高める 
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重点事業９ 子供の力をひき出す教職員の力の向上                              

◆子供が主体的に取り組み、学びの生まれる授業づくり 

・全国学力・学習状況調査等の結果を活用し、「こうべ 学びの樹」「力のつく授業－神戸方式－」に

基づいた授業づくりを通して、教職員の指導力を向上。 

・子供の学びを実現する授業づくりと授業研究会の在り方を提案する｢力のつく授業推進事業」「研究

開発推進事業」「授業づくり研究会」を実施。 

○神戸市独自の「初任者育成３年プラン」や中堅教員資質向上研修（８年目研修）の更なる充実を図

るとともに任期付教員研修を開設するなど、若手教員の授業力向上に関する研修を系統的に実施。 
・理科の学力向上を図るため、総合教育センターにおいて実験器材の整備や理科観察実験支援員の配

置を行い、教員研修等の充実を図る。 
 

◆OJT 等校内研修の充実 

・若手教員の指導力向上と神戸の教育理念・指導技術の継承を目的に、各学校での授業研究を中心と

した校内研修システムの実践と一層の工夫を図る。 

・OJT 担当者研修会を実施するとともに、総合教育センター指導主事等が学校を訪問し、各校の実情に

応じて OJT及び校内研修の指導・支援を行う「K-PROJECT」を実施することにより、各学校で OJTを

通じた教員の指導力向上の取組を推進。 
・中堅教員資質向上研修（８年目研修）において、研修者がメンタ―となり自校の若手教員（メンテ

ィ）育成のための OJT を実践。ベテラン教員が中堅教員の指導役を務め、学校全体の組織力のアッ

プを図る。 
 
◆研修内容の検証と改善 

・社会の情勢や学校現場のニーズなど教育課題を考慮し、外部人材の活用を一層充実させるなど、研

修体制や内容の検証・改善を推進。 
・研修終了後のアンケートや教職員の意識や行動の変容に関するアンケートなどの実施。 
・女性教職員活躍の推進に向けた「学校力アップ講座」の開催。 
◎神戸市教員育成指標に基づき、研修体系や内容の検証・改善を推進。 

 
◆自己啓発研修の充実など自ら学ぶ教員の支援 

・世代を超えた学び合いの場として、自己啓発研修である「授業づくりセミナー」の充実を図る。 
・教員全員が加入している小・中・義務教育学校の教育研究会との連携を更に深め、自主研修として

実施しているセミナーの充実を図り、自ら学ぶ教員を支援。 
・学校事務職員に対する組織マネジメント等を中心に据えた研修の実施。 
・事務局職員の資質向上のため、「新着任者研修」に加え、「学校園訪問研修」「教育行政基礎研修」「指

導主事研修」等を実施。 
・臨時講師を対象とした年度当初の内容別研修、年度後半における全体研修や「授業づくりセミ

ナー」等を通して、臨時講師の資質向上を図る。 

・公私の幼稚園・保育所・認定こども園を対象とした自己啓発研修「つばめセミナー」の開催。 

 

◆指導案等の集積・提供 

・「授業づくりコーナー」において各種研究授業等における学習指導案の集積・展示を行うとともに、

KIIFの教材データベース（教育情報ポータル）にもアップロード。 
 

◆教員評価の充実 

・「神戸市人事評価制度」の運用等により、教職員の人材育成や能力開発、教育活動を充実。 
・新任校園長向けに人事評価等、組織力の強化に向けた研修を実施。 
・課題を有する教員への個別指導強化のため指導力向上支援システム等を運用。 
・教職員が十分に能力を発揮できるよう、相談体制やメンタルヘルス対策等の充実を推進。 
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重点事業１０ 子供たちが生き生きと過ごせる学校生活の実現                        

◆いじめ未然防止・早期発見・早期対応対策の充実 

・法に基づき策定した「神戸市いじめ防止基本方針」、各学校が策定した「学校いじめ防止基本方針」

に沿って、いじめの未然防止を中心に、組織的な取組を一層推進。各校に設置している「校内いじ

め問題対策委員会」を活用し、いじめの未然防止と、認知事案の早期解消を目指す。 

・学校のいじめ防止の取組を地域に周知するとともに、各中学校区単位で、児童生徒・保護者・地域

住民等が参加する「いじめ防止小中地域会議」を開催。 

・近隣校が協力して、より広域でいじめ防止活動を行う「こうべっ子いじめ防止広域キャンペーン」

を市内 10地域において実施し、児童生徒の意欲や問題意識と地域の関心を高め、地域ぐるみのいじ

め防止対策を推進。 

○スクールカウンセラーの配置を拡充。学ぶ力・生きる力向上支援員・学校相談員・生徒指導推進協

力員を配置。 

・「いじめ・体罰・こども安全ホットライン」により、深夜・休日も含め 24時間電話相談に対応。 

 

◆相談及び支援体制の充実による不登校の未然防止 

○児童生徒及びその保護者の心のケアを図り、いじめや不登校のない安心な学校づくりを進めるため、

スクールカウンセラーを配置拡充。 

・不登校等の学校への不適応を示している児童生徒及びその保護者に対するカウンセリングや児童生

徒の不適応に関する専門家の講演会等を開催。 

・不登校対策の研修会や合同研修会等の小中連携を通じて、不登校児童生徒への理解を深め、適切な

対応につなげる。 

 

◆地域や関係機関との連携による不登校・問題行動、児童虐待への対応 

○学校だけでは解決困難な、子供の健全な成長を阻害する環境の改善を調整するため、関係機関等と

ネットワークを築く「スクールソーシャルワーカー」の配置を拡充。 

・全中・義務教育学校区に設置されている「ふれあい懇話会」を中心に、地域や関係機関と連携して

非行・その他の問題行動、児童虐待等に対応する体制づくりを推進。 

 

◆情報モラル教育の推進（再掲：重点事業３） 

◆体罰根絶に向けた取組の推進 

・「神戸市体罰を許さない学校づくり検討委員会」の開催。 
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重点事業１１ 安全・安心な学校づくりに向けた環境整備                            

◆空調整備の推進 

○幼稚園の保育室に空調設備を整備。（平成 30年度幼稚園 11園） 

○学校園における老朽化した空調設備を更新。（平成 30年度幼稚園２園、小学校２校・中学校５校） 

 
◆トイレの老朽改修と洋式化の推進 

○古くて和式の多い学校施設のトイレの老朽改修及び洋式化。（平成 30年度幼稚園８園、小学校 30校・

中学校 15校・義務教育学校１校） 

 

◆エレベーター設置 

○エレベーターが必要な児童生徒が円滑に移動できるよう設置を推進。（平成 30 年度小学校４校、中

学校４校） 

 
◆学校園施設の老朽改修による長寿命化 

○学校園施設の計画的な保全整備を行い、長寿命化を図る。建築後 30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な老朽改修を実施。（平成 30年度小学校 10校・中学校８校） 

 

◆防犯ブザーの貸与 

・児童の登下校時の安全確保のため、新小学１年生及び転入生に防犯ブザーを配付。 
 

◆防犯チェックシートの活用 
・子供たちの防犯意識を高め、危険予測や危険回避の力を育てることを目的とした、学習教材「防犯

チェックシート」を活用し、子供たちの防犯意識の向上を図る。また、保護者向け解説資料を家庭

において活用し、子供とともに防犯について考える機会をもつよう、学校から保護者へ働きかける。 
 

◆防災体制の充実 

・全学校園の防災教育担当者を対象に、年に２回、防災教育担当者研修会を開催。 

・各校園で防災マニュアルと防災教育カリキュラムを作成。 
 

◆地域ぐるみの健全育成活動の推進 

・「子ども見守り活動隊」に対する研修会を開催。 

・防犯等に対する知識の向上のため、PTAや地域住民等を対象に安全管理研修会を開催。 
  

◆遠距離通学する児童生徒への通学費援助 

○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遠距離通学する児童生徒に対し、

通学費用を援助。（平成 30 年度より通学費の全額を助成） 
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重点事業１２ 学校園適正規模化の推進                                      

◆小規模化する小・中学校についての適正規模化の推進 

・小規模化が進むことが見込まれる小・中学校の教育環境整備のため、文部科学省が策定した「公立

小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」を参考に、地域の実情も勘案しながら６学

級以下の小学校と３学級以下の中学校に加え、従来から取り組んできた *11学級以下の小学校と *８

学級以下の中学校も含めて対象校の状況を把握し、可能なところから保護者や地域住民と意見交換

を行い、適正規模化についての検討を実施。 

（*神戸市立学校園のあり方懇話会による。） 

・ニュータウンにおける小規模校については、全庁的に「計画的開発団地の *リノベーション」の取組

が進められており、その動向も踏まえて、適正規模化に向けた検討を実施。 

（*リノベーション（renovation）・・・既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向

上させたり価値を高めたりすること。） 

◎北区有野台地区の有野台小学校・有野東小学校では、児童数の減少により小規模化が進行している

ため、平成 31年４月に統合し、適正規模化による教育環境の向上を推進。 

・農村の小規模校については、農村への定住・移住を促進するための全庁的な取組である「神戸・里

山暮らし」の動向も踏まえ、校区が広く隣接校との距離が離れているため、通学手段の確保も含め、

適正規模化に向けた検討を実施。 

・大沢小学校・中学校の小規模化を緩和するため、長尾小学校校区に居住する小・中学生のうち、希

望者について、平成 29年４月より大沢小学校・中学校への就学を可能とし、教育環境の向上を推進。 

 

◆市立幼稚園の再編の推進 

・「子ども・子育て支援新制度実施後の市立幼稚園のあり方」に基づき９園を随時閉園。（平成 30年度

末に住吉幼稚園・清風幼稚園・名谷こすもす幼稚園を閉園。） 

・神戸幼稚園・兵庫くすのき幼稚園・玉津第二幼稚園における平成 31年度からの３歳児保育の実施に

向け、設備等の改修を実施。 
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重点事業１３ 教育活動の評価・改善と情報発信の充実                            

◆PDCA サイクルによる評価・改善の推進 

・全学校園で「神戸市学校評価ガイドライン」に基づき自己評価、外部アンケート、学校関係者評価

など学校評価を実施し、学校ホームページや学校だより等で保護者や地域へ公表。 

・全学校園において、学校評価結果をもとに、学校改善に向けた学校経営の計画を策定。 

・学校評議員による外部評価・助言等をふまえ、教育活動や学校運営の改善を推進。 

◎地域と一体になった学校づくりに向けて保護者や地域住民で構成される「学校運営協議会」を設置

するコミュニティ・スクールを、小中学校でモデル実施。 

・教育委員会においては、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検評価を実施。 

 

◆教育活動に関する情報発信の充実 

・学校だよりや学校ホームページ等で、特色ある教育活動、「力のつく授業」の取組、学校評価報告書

などを紹介。 

・全幼・小・中・義務教育学校で授業公開ウィーク(デイズ)を実施し、あわせて保護者への授業アン

ケート等を行うほか、地域の接続校等との連携を図る。 

・市民の教育への関心を高めるためKOBE教育フォーラムを開催。 

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

ティング」を実施。 

○教育委員会ホームページにおいて、教育委員会会議で議論した主な内容について、会議翌日に公表

するほか、教育委員の視察や会議等の活動を教育委員自身のコメントとともに掲載。 

・教育委員会の活動内容や神戸の教育に関するトピックスを紹介する教育委員会だよりを発行。 
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★重点事業１４ 生きる力の基礎となる｢言葉の力｣の充実                              

◆学校内の言語環境の整備 
・教員や子供たちの言葉遣い、校内放送や掲示、使用教材など教育活動全体を通じて言語環境を整え

る取組を各学校園で組織的に実施。 
・小学校では、事例集「教室で鍛えることば力」を参考に教育課程全般を通じて子供たちの「言葉の

力」を育成。中学校でも平成 29 年度に「言葉の力」育成のための中学校版事例集「ことば力アップ

の友」を作成し、全教科を通じて言語活動の充実を図る。 
 

◆「読んで 考えて まとめながら 書く」活動の推進 

・「ことばひろがる よみときブック」、「神戸まとめの達人」など市独自開発教材を活用し、各教科等

を通じて「読んで 考えて まとめながら 書く」活動を取り入れる。 
 

◆学校図書館の充実 
○学校図書館の「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての機能強化を図るため、学

校司書の配置を拡充し、司書教諭と連携し、学校図書館の常時開館、選書や配架の工夫、図書の展

示などの環境整備を進めるとともに、授業等での学校図書館の活用を促進。 
学校司書：小・中・義務教育学校合わせて 120校配置予定。今後、全小・中・義務教育学校

の配置を目指していく。 

・小学校から中学校まで一貫して学校図書館を活用していくための指針や具体例を示す「学校図書館

活用神戸モデル」小学校版・中学校版の普及を促進。 
・学習単元に関連した幅広い図書を提供するため、学校間や市立図書館とのコンピュータネットワーク

や物流ネットワークの構築を促進。 
 

◆読書活動の推進 

・児童生徒が日常的に読書に親しみ、ものの見方、感じ方、考え方を広げたり深めたりするために、

各学校園において、朝の読書、読書週間、学校図書館や学級文庫の活用等様々な取組を実施。 
・市立図書館から学校園への支援として、小・中・義務教育学校への調べ学習用図書等の団体貸出や、

ブックトーク等の出前授業、幼稚園への巡回図書貸出の実施などの取組を促進。 
・司書や教員、学校司書など職員への研修を実施するとともに、ボランティアへの情報提供を進め、

学校図書館の環境整備や児童生徒への読み聞かせなどの読書環境の整備を連携して実施。 

・学校図書館への理解を広げるため、市民を対象とした「講座 学校図書館入門」を開催。 
 

◆国語科教育の充実（再掲：重点事業２） 

◆国際都市神戸としての英語教育の推進（再掲：重点事業 15） 
 

方向性３ 特色ある神戸の教育を更に発展させる 
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重点事業１５ グローバル社会に対応した英語教育、国際理解・多文化共生教育、国際交流の充実                             

◆国際都市神戸としての英語教育の推進 

・研究推進校（５中学校区・11小学校）において、ALT（外国人英語指導助手）を重点的に配置し、小

中一貫カリキュラムの開発や小・中・義務教育学校でのスピーキングチャレンジ、中学校・義務教

育学校後期課程での CAN-DOリストの活用などの実践研究を実施。 

○2020 年度の小学校新学習指導要領完全実施への移行措置として、小学校高学年における外国語活動

を年間１クラスあたり 50時間、中学年における外国語活動を 15時間実施することに伴い、ALTを増

員し、配置時数を増やしながら、全市小学校においてネイティブスピーカーとの生きたコミュニケ

ーションを通じた授業づくりを推進し、円滑な移行を促進。 

・国際都市神戸の環境を生かし、児童生徒が実践的に英語を使う場の充実を促進。 

 

◆教員等の指導力・英語力の向上 

・文部科学省の実施する研修により養成された小・中・高等学校英語教育推進リーダーを中心として、

小学校・義務教育学校前期課程では中核教員研修を、中学校・義務教育後期課程・高等学校では指

導力向上研修を計画・実施。 

・ALTに対する研修を計画・実施。 

・小学校で英語教育を推進できる教員を確保するため、平成 29年度実施の教員採用試験より、小学校

教諭の試験区分に英語コースを新設。 

 

◆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

での「神戸国際人育成プログラム（KICP）」等を実施し、国際理解教育を推進。 

・「神戸市子ども交流支援基金」を活用し、国際交流を推進。 

 

◆日本語指導が必要な幼児・児童生徒への支援の充実 

・日本語指導が必要な幼児・児童生徒に対し、支援人材の派遣による日本語指導や、JSL教室（日本語

を第二言語とする生徒のための日本語教室）による学習言語を中心とした系統的な日本語指導をさら

に充実させ外国人児童生徒の高等教育機関への進学を促進。 
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重点事業１６ 神戸らしい教育(防災、キャリア・体験、環境・福祉、人権、伝統文化、芸術に関する教育)の充実                       

◆新たな神戸の防災教育の推進 
・児童生徒一人一人が、自らの命を自分で守るために必要な知識と技術を身に付けるだけでなく、震
災の記憶や教訓を語り継いでいくことができる神戸市民の育成を推進。 

・東南海・南海地震に備え、市立学校園11校園（幼１・小４・中４・高１・特支１）を指定し、防災
福祉コミュニティをはじめとした地域の組織との連携を図りながら防災学習を推進。 

 
◆環境教育・福祉教育の推進 

・環境体験事業を全小学校・義務教育学校前期課程の３年生を対象に実施。 
・環境教育重点推進校を指定し、児童生徒による環境学習の実践活動を支援。実践発表を通して、優
れた環境学習の成果を全市に発信し、各校園でのより一層の推進を図る。 

・「神戸市福祉教育副読本」の活用や、UD（ユニバーサルデザイン）出前授業、「みちの学校出前授業」、
「市バス福祉体験授業」等を利用したり、各区社会福祉協議会ボランティアセンターや NPO及びボ
ランティア団体などと連携を図ったりするなどして、学校教育の場を中心にした福祉活動の体験学
習を推進。 

・手話の啓発、UD学習、シニア体験、車いす体験等の体験学習、特別支援学校や地域の高齢者や障害
者などとの交流を通して、障害のある人とない人との相互理解を図り、障害のある人と共に学び共
に暮らす共生社会について考える態度を養う。 

 
◆キャリア教育・体験学習の推進 
・発達段階に応じ、教育活動全体を通じたキャリア教育を実施。 
・ゲストティーチャー事業、トライやる・ウィーク、高校生が企業実習などを行う神戸あじさい
人材プロジェクト、市民専門講師による特別講座を実施。 

・企業・団体等の協力を受け、外部講師による「出前授業」や、各分野のプロを招いた体験講座、「大
人・親の働く姿を見せる運動」を実施。 

 
◆教育活動全体を通した人権教育の推進 
・「ネットいじめ等防止プログラム」を実施し、インターネットやソーシャルメディア上で起こるトラ

ブルやいじめ・人権侵害防止のための取組を促進。 
①小学校中学年を対象に講師を派遣し、出前授業「インターネット安全教室」を実施。 
②保護者向け説明会等の場に講師を派遣し、保護者向けの「インターネット安全教室」を実 
施。 

③小学６年生を対象に講師を派遣し、インターネットの適正利用のためのワークショップを開催し、
受講した６年生がその成果を下級生に伝える「教え合い授業」を実施。 

④教職員・保護者を対象に講師を派遣し「ネットいじめ等防止啓発研修会」を開催。 
○中学生自身が作成した「スマホ三か条」を活用し、児童生徒のスマホの適正な利用について啓発。 
・人権教育研究指定校園（１年指定及び２年指定）と人権教育研究推進校園を指定し、幼児・児童生
徒の成長過程に応じた人権教育の研究・実践を行い、その成果を全市学校園に発信。 

 
◆伝統文化の教育や地域学習の推進 

・社会科副読本「わたしたちの神戸」（小学校）・「私たちの神戸」（中学校）を活用し、身近な地域の
伝統文化の学習を通して、地域学習の充実を促進。 

・中学校の音楽において、和楽器（主に三味線・箏）などの伝統文化に親しむ機会を設定。教員を対
象とした三味線指導講習も実施。 

 
◆芸術教育の推進 

・神戸っ子アートフェスティバル、写生会（春・秋）、書初展覧会、ＫＯＢＥこども音楽祭、中学校連
合音楽会、市立高等学校芸術祭、あじさいコンサート等、活動の成果を発表したり、子供たちがお
互いに鑑賞したり交流したりする場を設定。 

・地域の芸術家や美術館などと連携し、神戸のもつ優れた文化財産や、芸術に親しめる取組を促進。 
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★重点事業１７ 教育を支える主体(家庭、地域、ＰＴＡ、学校園等、大学、企業、ＮＰＯ、区役所を含む行政)間の連携と協働        

◆教育委員会と市長部局等との連携強化 

○総合教育会議において教育に関する様々な議論を行うとともに，学力の向上や幼児教育の質の向上

等の取組において教育委員会と市長部局等との連携を一層緊密化。 
 

◆学校園等と区役所の連携強化 

・子供の福祉や保健・生活面での個別具体的な支援から、地域コミュニティの活性化や安全・安心な

まちづくりに至るまで、様々な面で各学校園等と区役所との連携強化を促進。 
 

◆学校園等、大学、企業、NPO の連携強化 

・市立学校園等と私立学校園等との連携を推進。 

・大学との連携を更に進め、大学生・大学教員の学校支援、教員の研修、大学との共同研究等を拡充。 

・キャリア教育・ものづくり・理数・環境・英語等様々な教育分野で、企業や NPOとの連携を深化。 
 

◆地域ぐるみの健全育成活動の推進 

・「神戸っ子応援団」事業など家庭・地域・学校・行政の連携を通じて、青少年や子供たちの見守りな

どの健全育成活動を推進し、地域社会で子供たちが心豊かに健やかに育つ環境づくりを推進。 

・「神戸っ子応援団」事業の安定的・継続的な活動の確立や活動内容の充実のため、「子ども育成推進

員」を全区配置するなど、地域への情報発信や側面的支援の充実を図る。 

・民間施設も含む博物館、美術館、図書館、公民館等の社会教育施設と学校が連携し、学芸員や司書

等の専門知識や豊富な資料を活用した教育活動を推進。 

  

◆学校支援地域人材の発掘と育成 

・教育・地域連携センターの相談機能を拡充し、学校現場と支援員（ボランティア）双方をつなぎ、

多様な学校支援ニーズにきめ細かく対応。 

・地域の多様な人材を発掘し、研修会の開催や啓発活動を行うとともに、区ボランティアセンター等

の支援機関と連携して、多様な人材の活動の場を速やかに確保。 

・支援員の資質向上と情報提供のための研修会・交流会等を開催するなど、学校支援ボランティ 
ア活動への支援を実施。 

・「学生スクールサポーター制度」の配置日数を拡大する等充実を図る。 

・「ゲストティーチャー制度」の充実を図り、外部人材による教育活動を積極的に支援。 

 
◆学校施設を活用した子供たちの放課後の居場所づくりの充実 

・神戸っ子のびのびひろばとして、地域のボランティアの協力を得て、小学校施設を活用した全児童

の安全・安心な居場所づくりを推進。また、学童保育と神戸っ子のびのびひろばを一体的または連

携して運営する放課後子ども総合プランを実施。 

方向性４ 市民が自ら学び子供の育ちを共に支える 
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重点事業１８ 家庭教育支援の充実                                         

◆家庭教育の役割に関する啓発推進と学習機会の提供 

・家庭教育の啓発と親子の生活習慣の向上を図るため、啓発冊子の配付や「神戸っ子（こうべっ子）

チャレンジ 10」の活用を図るほか、学校園・PTA・公民館等で子育て・親育ち講座、プレ親学習、各

種セミナーや各種相談会等を開催。 

 

◆あいさつ運動等の推進 

・全中・義務教育学校区単位での「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。 

 

◆PTA 活動への支援の充実 

・家庭、地域、学校の連携を深め、子供たちの成長や地域の教育環境の改善や充実に取り組む PTA 活

動を支援。 

・教育委員会主催で「PTA役員研修会」「PTA人権研修会」などを行い、PTA活動の活性化を支援。 

・神戸市 PTA協議会による研修会等の開催にあたり、助言や情報提供等の支援を実施。 

・PTAの社会貢献や魅力について PTA 協議会と連携しながら広く市民に発信する。 

・PTA で学んだことが、地域づくりや社会貢献につながるための新しいネットワークづくりに向けた支援

（情報提供・交流会など）を実施。 

・全国に例のない５校種（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校）による神戸市 PTA 協

議会との連携により、校種間の連携、世代間の交流を推進。 
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重点事業１９ 生涯を通じて市民が自ら｢学ぶ｣｢活かす｣｢つながる｣学習環境づくり            

◆社会教育施設の活用と関連機関との連携による生涯学習支援の充実 

【生涯学習支援センター】 

・市民ニーズに応じたきめ細かな情報提供を行うため、生涯学習情報誌やホームページの内容を充実。 

・生涯学習プラザの学習相談機能を拡充し、市民が利用しやすい仕組みを構築。 

・市民企画講座の開催、新しい自主学習グループの立ち上げ支援や学習情報を提供する自主学習グル

ープの登録を促進し、自主学習グループによる学習活動を支援。 

・「KOBE まなびすとネット」（生涯学習市民講師登録制度）を積極的に運営し、学習ボランティアの質

的・量的拡充を推進。 

・大学の公開講座との連携、若年世代を対象とした体験教室の土日・夜間開催、一時保育機能付きの

開催などにより、幅広い年齢層に多様な学習機会を提供。 

・誰もが利用できる「自主学習ルーム」に加え、「青少年学習コーナー」を設けるなど、幅広い年代に

学習の場の提供を図る。 

・市民の学習意欲向上を目的として、学習成果を評価する「マナビィ単位認定制度」を公民館と連携

しながら運用するとともに、他の生涯学習関連施設との連携を深める。 

・老眼大学を開催し、高齢者に対し、時代に即した新しい知識の習得や仲間づくりの場を提供。 

・「学びの秋・生涯学習フェスティバル」を開催し、学習する市民の相互交流を促進。 

・市民の生涯学習を総合的に支援する機能を高めるため、公民館との共催講座や合同広報により連携

強化を図るとともに、シルバーカレッジやふたば学舎（地域人材支援センター）等関連機関とのネ

ットワークづくりの方策を検討・実施。 

・兵庫県立神戸生活創造センターの登録グループをはじめとする各種ネットワークとの連携・協調を

図り、人材・団体の発掘に努める。 

 

【公民館】 

・住之江公民館、長田公民館、玉津南公民館を東部、中部、西部地区の生涯学習の拠点として位置付

けて生涯学習事業の企画などの機能を重点化し、生涯学習支援センターの市民講師を活用すること

や合同広報により連携を強化するとともに、市内の様々な施設との連携に努め幅広い世代の生涯学

習の推進を図る。 

・特に社会情勢に応じて流動的に変化する現代的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するとともに、地域等の現代的課題について ESD子供講座を実施。

（ESD：持続可能な発展のための教育） 

・すべての公民館において、自主学習グループである登録グループの育成支援を行うとともに、学習

還元活動の機会拡大を図り、あらゆる世代で学習への参加が促進するように努める。 

・フェイスブックなどの SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）、ホームページや、公民館広報

紙等多様な広報媒体の活用などにより、公民館情報の発信を強化。 

・子供たちを対象に普段の家庭や学校生活ではできない様々な体験や活動の機会を提供するサマース

クールの充実を図る。 

・近隣の学校園、児童館・保育所、区役所、社会福祉協議会等の地域の諸機関、地域団体のほか、公

的施設や民間事業者等との連携を強化。 
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【青少年科学館】 

・特別展「（仮）世界に誇る日本のイノベーション」や企画展「（仮）はやぶさ２と極限世界の生き物、

ロボットゆうえんち」、サイエンスカフェの開催、大学や研究機関と連携した行事開催等により、展

示室等を有効に活用し、宇宙や科学技術や医療産業に関する情報を積極的に発信し、次世代の人材

育成に貢献する。 

・特別展示室やプラネタリウムシアター等、快適な鑑賞空間を活用したイベント（JAXA等との連携）

を充実。 

・市民参加による科学館づくりを進めるとともに、研究機関や企業に協力を求め、魅力向上を図る。 

・科学に関するイベントや企画展を開催し、青少年の探究力と創造力を育む場とするとともに、ハン

ズオン展示を拡充し、子供から大人まで気軽に科学に触れられる機会を提供。 

・小学生の理科離れを防ぐために大学等と連携した行事を開催。 

・学校への出前授業である「かがくかんの出張教室」、ものづくりや星空観望などの「ワークショップ」

「体験教室」を充実し、科学を軸にした双方向のコミュニケーションの活性化を図る。 

◎市民のニーズや新学習指導要領改訂に向けて、新規講座「（仮）プログラミング教室」等を開設する。 

 

【博物館】 

・休館中につき、他館と連携しながら、当館所蔵コレクションの館外貸出しあるいは当館所蔵コレク

ションの展示を主とする展覧会を開催し、子供から大人まで楽しみながら学べる博物館事業を推進。 

・「おきしお夢はこぶ号」（移動博物館車）を活用し、地域への各種イベントにおける資料等の展示を

通じて地域との連携も深め、学校教育に加えて、社会教育の面での博物館活動を展開。 

・学習支援交流員（ボランティア）の育成と支援、並びに大人向け講座の拡充によって、生涯学習を

支援する人材の育成に努める。 

・学芸員による講座取組を拡充し、バラエティに富んだ講座を実施。 

・生涯学習支援の一つとして、ミュージアム講座を実施し、その修了者に対して、その成果に応じた

修了書・認定書を発行。 

・大学の講義及び研究会等への講師派遣や学芸員の参加などにより、博物館と大学等との連携を図る。 

○豊富なコレクションや旧居留地に立地する博物館の特徴を活かしたリニューアルを進める 

 

【小磯記念美術館】 

・魅力のある特別展・企画展を継続的に開催し、神戸を愛し続けた画家小磯良平の画業を顕彰すると

ともに、次世代を担う子供たちの郷土を愛する心を養い、神戸の文化を継承。 

・美術そのものや美術館をより身近なものにするために、アートイベントの開催や、周辺地域の文化

施設と連携した神戸・阪神間モダニズムを体感できるイベントを実施。 

・美術と音楽を楽しむ「ロビーコンサート」を、毎月第３日曜日に実施。 

・大人のための美術講座やワークショップ、子供のための美術講座を開催。 

・大学との連携により、「対話型鑑賞」を含む鑑賞教育普及事業を継続していくことで、美術への関心

を促し、文化芸術を継承。 

・六甲アイランド内にある神戸ファッション美術館、神戸ゆかりの美術館との連携を図り、美術に親

しめるまちづくりに努める。 

 

【神戸ゆかりの美術館】 

・神戸にゆかりのある芸術家たちに関する展覧会を継続的に開催し、神戸が誇る文化として、その活

動を顕彰していくとともに、芸術文化を広く紹介する展覧会を開催。 

・学芸員によるギャラリートークや子供のための美術講座など、展覧会内容に合わせた多様な普及事

業を展開。 
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【図書館】 

・図書館資料の充実と外部データベースを用いた情報提供により、市民がライフステージに応じて、

仕事、教育、福祉、法律などについて自ら学び、課題を解決できるよう支援。 

・課題解決を支援するレファレンスサービスの一層の周知に努める。 

・本を仲立ちに人が集まり交流する場として、市民参画型の企画行事を実施。 

・地域に関する情報の確実な収集に努めるとともに、特に市政に関する資料においては、市民の理解

を深め、地域の課題解決に役立つよう、関連部局と協力し紹介方法を工夫。 

・他部局や地域の社会教育施設、民間の関係団体等と連携し、講座、企画展示などを行うことによっ

て、多様な学習機会を提供。 

・学校図書館の機能強化への支援として、団体貸出や司書による運営アドバイスなどを実施。 

・図書館に対する理解と関心を高め、利用者層の拡大を図るため、ホームページ等を活用した積極的

な情報発信に努める。 

・自動車図書館を活用し、図書館から離れた地域の子供と保護者に対する子育て支援のための情報提

供を推進。 

・ボランティアに対し、活動の機会や場所に関する情報提供に努めるとともに、各種団体等と協力す

るなど、交流会や研修等を実施。 

◎電子書籍導入を進めるとともに、中央図書館所蔵の貴重資料のデジタル化と館内端末やホームペー

ジでの公開をさらに進め、従来の活字資料とあわせて体系的に紹介。 

◎地域図書館においては蔵書の利用度に応じて、経年劣化による傷んだ蔵書を更新。 

◎人口規模、貸出件数に見合った図書館の整備に向けて、新西図書館に関する基本計画を策定。 

◎都心・三宮の再整備にあわせて三宮図書館を移転するにあたり、新三宮図書館の基本構想を策定。 

 

◆学校施設開放事業等の学校を拠点とした生涯学習活動の推進  

・学校施設開放事業として、スポーツや文化活動等を通じた地域交流、コミュニティ活動の場として

学校施設を市民に開放。 

・学校施設開放事業に、利用者が管理業務の一部を担う仕組みを取り入れ、学校を拠点にした地域主

体の取組として実施できるよう支援。 

・身近な読書施設であり世代を超えた地域住民の交流の場でもある市民図書室を、地域ボランティア

の運営により小中学校等に設置。 

 

◆文化財や伝統文化等の保存・継承 

・建造物、美術工芸品、古文書等の文化財の調査、文化財の指定等を実施。 

・国・県・市の指定文化財、伝統的建造物、文化環境保存区域内の歴史的建造物等への修理助成。 

・民俗芸能や風俗習慣などの無形民俗文化財、石碑などの地域文化財、小中学生が体験する能狂言講

座などの事業や管理を実施している地域団体等への支援。 

・建造物、史跡等の市内文化財を公開。 

・神戸市立王子動物園内の「旧ハンター住宅」や、神戸市立相楽園内の「旧ハッサム住宅」「旧小寺家

厩舎」「船屋形」において文化財の保護活用を推進し、音楽コンサートの開催や内部公開等の普及啓

発を実施。 

・小学校・義務教育学校前期課程への出張授業等の学校教育との連携、地域行事での出張展示等の地

域団体との連携、市民向けイベントでの各区・各局との連携等により、文化財の啓発を実施。（五色

塚古墳まつり、おおとし山まつり等の開催） 
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重点事業２０ スポーツの振興                                             

◆スポーツに親しむ機会・場の提供 

・スポーツ施設のサービス向上を通じて市民がスポーツに親しむ場の提供を図る。 

・すべての市民がスポーツに親しみ、スポーツに取り組むきっかけとなるようなイベントやスポーツ

教室を市内各地で開催。 

・神戸レディースフットボールセンターを活用して、女子サッカーの普及・振興を促進。 

・全日本高等学校女子サッカー選手権大会の開催 

 

◆マラソンを核とした魅力ある元気なまちづくり 

・兵庫県とともに「第８回神戸マラソン」を開催。 
・国際陸上競技連盟「ブロンズラベル」レースとして、「国際的で競技性の高いレース」と「市民ラン

ナーも楽しむことができるレース」を兼ね備えたさらに魅力ある大会を目指す。 
 

◆2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けての取組の推進 
○「KOBE キャンプ誘致プロジェクトチーム」と連携し、事前合宿誘致活動を行うとともに、ホストタ

ウンとして登録されているオーストラリア・英国・クロアチア・カナダ・ネパールを中心に、各種

交流事業等を実施。 

○東京パラリンピックに向け、特別支援学校等を活用し、地域において障害者スポーツに取り組みや

すい環境づくりを進めるとともに、障害者のスポーツ機運の醸成を図る。 

 

◆「ラグビーワールドカップ 2019」の開催準備  

○2019 年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ 2019」の開催都市として、プロモーション活

動や普及啓発活動を強化するとともに、大会会場の運営等に関する各種実施計画の策定などを実施。 

 

◆「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の開催準備 

○「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」の開催準備やプロモーション活動等の実施。 
 

◆神戸総合型地域スポーツクラブの充実  

・地域が主体となって運営される地域スポーツクラブを支援。 
 

◆障害者スポーツの推進 

・障害者が体力や年齢、技術、関心、適性などに応じて、いつでも身近な地域でスポーツを楽しむこ

とができるよう努める。 
 

◆トップアスリートの協力をもとにしたスポーツの推進 

・神戸を拠点に活動するスポーツチームの市民観戦会を開催。 
・トップアスリートが講師となって行う、各種スポーツ教室を開催。 
・トップアスリートが市内の中学校を訪問し、体験談をもとにした座学と実習を行う｢KOBE アスリート

食育講座｣を実施。 

 

◆スポーツボランティアの育成・活用 

・「神戸マラソン」等のスポーツイベントにおいて大会運営の大きな力になっているスポーツボランテ

ィアの積極的な育成・活用に努める。 
 

◆スポーツに関する情報提供の充実 

・ホームページなど様々な広報媒体を通じて、スポーツに関する最新情報を提供。 
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