
基本的考え方1 たくましく生きる子どもの育成

l重点施策1ー① 確かな学力の向上 l

1 これまでの取組の状況とさき後の方向性

【これまでの虜県】

「確か怠学力の向上Jとは、社会において自立的に生きる力や、国家および社会の形成者と

して必要とされる「星櫨悶な知識および技能H課題を解決するために必要な思考力、判断力、

表現力H主体的に掌習に取り組む態度jを一人ひとりのそ子どもに確実にはぐくむ乙とです。

これまで、教育委員会は、学力向上に関するモデル校での取り組みゃ福岡市学力実態調査

および全国掌力・掌習状況調宣で明らかになった成果と課題をもとに、「授業改善の手引きJ
や「捜業改善パンフレットJを作成し、すべての小・中掌校において自校の掌刀の実態に応じ

た取り組みが進められるよう具体的な支援を行ってきました。各学校においては、「掌力向上

推進プランIを作成し、全校挙げて組織的な掌力向上の取り組みを行ってきました。

【舎後の田園】

各掌授での授業改善の取り組みの結果、各種調宣の結果から掌力向上の兆しがみられるよ

うになってきたものの、福岡市においては、I掌年が進むにつれて掌習に対する怒感・育用感

や意欲が低下するj、I知識・技能を活用して考える力(思考力・判断力・表現力)や、知識・技能

の定着に課題があるJなどの学力の課題が明らかになっています。今後は、各学校が、I計画・
実施・評価・改善jという検証改善サイクルに墓づき、掌力向上の取り組みを改善するととも

に、教育委員会事務局は成果を上げるための豆援体制づくりを行っていく必要があります。

【舎後の方向笹】

そこで、今後の取り組みを推進していくにあたっては、小・中掌校それぞれが狙自の取り組

みを行うのではなく、小・申掌授が連携し9年聞を見通した共通の掌力向上プランを作成し

たり、基礎・基本掌力向上と掌習規律を発達段階に応じて育成したりする芯ど、公教育の福岡

モデルに示した「小中連携教育jの考え方に基づいた取り組みを行っていきます。

また、本市の学力向上の取り組み状況に関する調査や、保護者等に対するアンケ-卜調査

等を通して、本市の掌力向上の取り組みの成果と課題を明らかにし、取り組みの改善を図っ

ていきながら、本市の掌力の課題解決に向けた刻果的・重点的な取り組みのあり方を検証し

ていきます。

2 主な事業と取組事項
0 掌力パワーアップ総合推進事業

掌力を高めるためには、校長のリーターシツプのもと、各学校の課題に応じた学力向上の

ためのプランを作成し、学校が一体となった実殉性のある組織的な取り組みを行う必要があ

ります。
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各学校は、自校の学力の課題を踏まえて、六つの学力向よプラン(①理数系学力向よプラン

②思考力向上プラン③国語力向上プラン④コミュ二ケーション力向上プラン⑤基礎・基本

掌力向上プラン⑥掌習意識・習慣向上プラン)からいずれかを選び、学刀向上推進プランに

墨づく掌力向上の取り組みを進めていきます。

この事業では、各学校の掌力向上に向けた取り組みを麦握するために、推進拠点校(モデル

校)を設置し、情報交損や研修を通して、掌力向上のための取り組みを推進します。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 ことば伝え含い書き含い推進事業(新規)

掌刀の墓盤となる国語の能力を育成するためには、「話すこと・聞くことH書くことH読む

とと」を日常的に行う必要があります。乙の事業では、読書に親しんだり音読や朗読を日常的

に行うことができるようにするために、「音読・朗読ハンドブックJを作成し全児童生徒に配

付します。また、「言語活動指導の手引きjを作成し、国語の能力を伸ばすための教員の指導力

向上に努めます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 小学校外国語活動支援事業

小掌授の外国語活動を進める際に、外国人や外国語に堪能な地域住民の積極的な活用を行

い、外国の言語や文化に対する体験的な理解や、積橿的にコミュ=ケーションを図ろうとす

る態度を育成し、外国語の音声や基本的芯表現に慣れ親しませ芯がら、児童のコミュニケー

ション能力の素地を重っていきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

』l継続実施
外国語活動

.. 
計画 |外国語活動全面実施まで1.... ... 

. の移行期間 <全面実施〉
... 

0 外国語指導助手配置事業

中・高校生が生きた英語を学び、英語教育の充実改善を図るため、民間に委託した外国語指

導助手を市内の申・高・特別麦援掌校に配置します。
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H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施|

0 理科支援員等配置事業

児童に理科の楽しさ、面白さを昧わわせ、小学校理科教育の活性化および一層の充実を図

るとともに、小掌校教員の理科指導力の向よのために、授業における観察・実験等の活動に対

して、教員の支援や準備、片付けの補助を行う理制麦援員等を配置します。

H22 H25 

計画

0 科学わくわくプラン

児童生徒の制学技術離れや理科離れの状況の申で、小・申・高等掌枝の児童生徒の料学への

興味・関l以を高めるために、科掌の面白さ、不思議さに触れる事業を通して、理科に関する知

識や思考力を高めることで、理事↓の掌力向上につなげることができるように努めます。乙の

事業では、自然科掌や環境教育等の専門家による各学校への「科学わくわく出前授業J、授業
では昧わうことのできない楽しい実験ショーを行う「科学わくわく教室j、学習したことをも

とに自由研究作自の展示会などを行う「科掌わくわくコンテスト」、さらに小学校のクラブ活

動での「科掌わくわくロポット教室Jなどを実施します。

H24 H25 

計画

0 小中連携教育推進事業(新規)

小・中学校における義務教育の充実のためには、 9年聞を見通した系統的・継続的な教育活

動や、児童生徒のよりよい人間関係の形成を図る必要があります。乙の事業では、平成21年度

に策定するI福岡市小申連接教育指針jをもとに、小申連携教青の取り組みを支援する推進体

制づくりのために小申連携拠点ブロックを設置し、教育目標を共育化し、掌力の向上や生徒

指導上の課題解決をめざします。具体的には小・中9年聞を見通した教育課程を実施し、「学

習規律H道徳教育Jなど、小・中一体と怠った取り組みを行います。実施にあたっては、平成

21年度から3年聞を教育課程の編成と段階的実施、平成24年度以降を、全面実施と位置づけ

ています。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画
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0 小学校高学年(4年生.....6年生)における一部教科担任制の推進

小掌校高学年になると、児童の興昧・闇I~\に応える掌習や掌習よのつまずきの克服など学

力の向上が重要な課題となります。

一部教科担任制では、専科教員は一定の教科に専任問に従事し、また掌級担任は、その時聞

を活用して教材研究・授業の準備が司能と芯り、児童の輿昧・関I~\に応える擾業、楽しい・わか

る・魅力ある授業ができます。

また、申学校の教事↓担任制への移行仁向け、いわゆる「申 1ギャップ」の予防効果も期待さ

れます。

このため、小掌校高掌年において、一部教科担任制の推進に向け、専科教員をモデル配置し

て、その効果について検証を行い、導入について検討を進めます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画 同・
モデル配置 ... 
横証・検討 ...-

0 少人数学級の実施

教員が、掌枝生活全般にわたって児童生徒にきめ細か怠指導を行い、一人ひとりにより深

い関わりを持つごとができるため、すでに、小学校1年生から3年生において 1掌級35人以

下の少人数学級を実施しています。

これに加え、いわゆるI中1ギャップJへの対応を図るため、中掌校入掌後の生徒の学習面

や生活面芯どにおいて、よりきめ細かな指導が行えるよう、新たに、中掌校1年生での少人数

掌級(選択制)を実施します。

少人数掌級の小学校高掌年への描大については、小学枝高学年での一部教科担任制(専科

教員モデル配置等)の検証も踏まえながら検討します。

H21 H22 H23 H24 H25 

H 小学校1-3年生で実施 l 』

...-

中学校1年生
』計画 同ー (選択制) ...-

新規実施

ト4検証・検討l 』

.... 
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3 評価指標

指標名 指標の標璽 対象
現状値 目標値

(H20) (H25) 

星髄塁本と
福岡市の教育についてのアンケートにおいて、

保護者 67.9% 75.0% あ怠たの学授は「墓礎墓本となる掌力の向上に
なる掌力の

取り組んでいるjという設聞に対し、「当ては
向上の取組
の満足度

まるHどちらかといえば当てはまるJと回答
教員 95.6% 100% 

した、保護者、教員の割合

児童呈徒の
全国掌力・学習状況調査において、あなたは「固

授業内容に
語や賃数・数掌の授業の内容がよくわかるかj

関する理解
という設聞に対し、「当てはまるHどちらかと 児童生徒 71.4% 75.0% 

度
いえば当てはまるJと固筈した、児童生徒の割
4C』コ
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重点施策1ー② 豊かな心の育成

1 これまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの鴎果】

豊かなゆをはぐくむことは、人間形成の最も重要な基盤です。「他を思いやるl印や自他の生

命を大切にするJDU、「美しいものに感動するJDU、Iルールやマナーを守ろうとするIDUなどを、

掌枝だけで芯く、各幼稚園・掌枝問、家庭や地域とも連携し芯がら育成していく取り組みが重

要です。

これまで、教育委員会は、各掌校において教育計画を策定する際に、道徳教育を申IDIとして、

すべての教育活動において豊かなのを育成するための全体計画を立案し、実施できるよう麦

援したり、人権教育の視点から豊かなIC¥の育成につなげる指導を支援したり、学授が、保護者

や地域と一体になってのの教育が進められるように支援してきました。

【舎後の眼眉】

しかし、予どもをとりまく舎日の社会は、事件・事故の多発やゲーム・雑誌・テレビ等でも残

虐な暴力や殺人の場面が多くみられる怠ど、人を思いやることや命を大切にすることなどを

実感しにくくなっており、これまで以上仁、豊かなのの育成が重要です。とりわけ、いじめや

不登校等、他者や学校への不適応の増加、また、自分の寄在を価値ある寄査として憲識できる

という自尊感情の低下、社会や学校のきまりの大切さを感じられるという規範意識の低下な

ど多くの課題があり、掌校教育の中でとれまで以上に豊かなのをはぐくむ取り組みを充実さ

せていくことが1必要だと考えています。

【舎後の方向性】

豊かなIDIの育成のためには、道徳教育の一層の充実を図ることが大切です。

また、IC¥を育てる原点として、相手の思いを受け止め、互いが生かされる関係をつくるコミ

ュ二ケーション能力を高めるため、ことばを適切に表現し正確に理解する力を育てるIこと

ばの教育jが、これまで以上に重要です。

善悪の判断、他者のの情を推し量る気持ち、自分のよさについての自貨などの豊かなIC¥は、

社会体験、自然体験、感動体験やふれあい体験、読書体験芯ど、様々な体験を重ねる中で、価値

判断の基準や感性・情操を培い、実感を伴ったものへと高めることが必要です。

さらに、幼・小・申の教育の円滑な接続を図り、異年齢集団を体験させる申で、いたわりゃ思

いやりののを育成することは、IDIの教育にとって、重要なことです。

これらの事業を、福岡モデルで示している「福岡スタンタードJとともに計画的・体系的に取

り組み、掌梗・家庭・地域が連携して、IC¥を育てる教育の充実を推進していきます。

2 主な事業と取組事項
0 福岡スタンダードの推進(新規)

福岡スタンタード「あいさつ・掃除、自学、立志Jは、基本的生活習慣の定着、掌習意欲を高め

粘り強く学習する態度の確立、進路について目標を持ち社会の中で自分を生かそうとする態

度の育成など、実践的態度の育成をめざしています。

そのために、福岡スタンダードの内容を「掌校経営方針jやI掌校運嘗の重点事項jに位置づ

け、全教職員で組織的に取り組みます。

具体的には、各教科の掌習指導、道徳の時間、特別活動の時間等、学校の教育活動全体を通し

て、「あいさつ・掃除、自掌、立志Jについての実践的な指導を行っていきます。
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また、「立志jについては、本市がめざすラども像の実現を図るために極めて重要なことと位

置づけ、平成21年度から平成23年度までを準備期間とし、平成24年度には、すべての小学授

で1/2成人式、中学校で立志式を実施します。

なお、児童生徒自らが「あいさつ・掃除、自学、立志jに取り組み、自主性、自律性、協調性、社

会への貢献などの実践的態度をはぐくむために、児童会活動や生徒会活動と関連を深め、活動

の活性化を図ります。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 道徳教育の充実

道徳の時聞を「要Jとして、掌枝の教育活動全体を通して吾どもたちの成長の過程を考慮し

た道徳教育を行います。児童生徒の思いやりのI~'や自他の生命を大切にするの、ルールやマナ

ーを守ろうとするの、自国の伝統や文化を大切にするのなどの望ましい道徳的価値について、

自分自身とのかかわりで考えさせることにより、吾どもが自ら望ましい道徳的な行いができ

るように努めます。

さらに、道徳の時間に資料の活用を工夫することや道徳教育の墨盤としての様々な体験的

な活動の充実を図ることなどにより、一人ひとりの内面に根ざした道徳性の育成に努めます。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継問H

。児童生徒の規範教育推進事業

すべての小・申・高・特別支援掌校で「万ヨ|き防止H占有離脱物横領H薬物乱用防止H位の

逸脱行為防止Jrネットによる誹語申傷・いじめ等防止Jの申から、3テーマ以上を選択し実践

研究を進め、児童生徒の規範意識を育成します。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施 H

0 豊かな体験学習推進事業~自然教室~

福岡市および近郊の恵まれた自然の申で、自然との触れ合いや郷土への理解を深めるなど、

通常の学校生活では得がたい体験、集団宿泊生活等を通して協力、責任、奉仕などの精神を酒

養し、ID'身ともに調和のとれた児童生徒の健全育成を図ります。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施|
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0 ことほ伝え合い書き合い推進事業(新規・再掲)

豊力、怠JC¥を育成するためには、他者との相互理解の墨盤として、言葉を過したコミュ二ケ

ーション能力や感性、情緒等を育成する必要があります。乙の事業では、読書に親しんだり音

読や朗読を日常的に行ったり、各教科領域における言語活動を充実させることで、その具現

化を図ります。そのために、「音読・朗読ハンドブックJを作成し、全児童生徒に配付し、日常的

に言葉の美しさに触れさせることで、豊かなのをはぐくむ言葉の能力を高めます。また、「言

語活動指導の手引きJを作成し、全教員に配付・活用することで、記録や報告・要約・説明・論述・

交流怠ど実生活につ芯がる言葉の能力を高め、他者との関係を豊かに構築できるミ子どもを育

てる教員の指導力の向上をめざします。さらに、日本語の美しさや大切さに気づかせるため

に、作文やスピーチ・読書紹介など、児童生徒の言語活動の「よさJを広く認め、表彰していく

機会を、より多く設けるようにします。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 学校司書配置事業

確かな国語の能刀と豊かなI~を育成するために、掌枝司書の効果的芯配置、掌校図書館ボラ

ンティアの協力を通して、小・申学校が連携し芯がら本に親しむ吾どもの育成をめざします。

また、学校図書館ボランティアの技能・資質の向上のためにI学校図書館ボランティア研修

会Jの実施を継続するとともに、学校図書館ボランティアの活劃を宣揚する手引きを作成する

等、教科学習との関連を図る学校図書館教育の活性化に努め、ミ子ども自身が、自ら図書館に足

を運び、読書を楽しむ環境づくりをめざします。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 子ども読書活動の推進

ラどもが自主的に読書活動を進められるよう、家庭、地域、学技および図書館等が連携を図

りながら各種事業を実施し、ミ子どもの読書環境を整備します。特仁、毎月23日が「福岡市寺ど

もと本の日Jであることを踏まえ、朝の読書や読み聞かせの充実をめざし、読書を通したのの

育成に努めます。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施|
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0 メディアリテラシーの育成

テレビ、インターネットや携帯電話等、児童生徒をとりまくメディアは、多種多撮であり、そ

の関わり方がラどもたちのID¥の成長に影を落としている面があります。そごで、メディアリテ

ラシー育成のための啓発資料を作成配付し指導します。また、本がメディアの一つであること

から、毎月23日の「福岡市吾どもと本の日Jに、全児童生徒を対象として、様々な情報への関わ

り方の指導を行う乙とで、メディアに対する正しい向き合い方や活用方法を能力として高め

ていくようにします。

H21 H22 H23 H24 H25 

巴発資料の ... 
同・ 作成・配布 ...-

計画
f福岡市予ども

』

同 と本の白jの
" 取り組み

0 子どもとメディアのよい関係づくり事業(新規)

却少期からの長時閣のメディア接触やインターネットに関連した予どもたちの事件・事故

等ヘ対応するため、吾どもやメディアに関して専門性を育するNPO等と共働して、保護者

への啓発のためのプログラム開発やプログラム推進のための人材育成を進めます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 豊かな感性をはぐくむ幼児教育の充実

幼児教育は、きまりや人間関係、考えの違いなど、予どもが社会と向き合う出発点であり、

ID¥と体の健康は相亘に密接な関連をもち、一体となって形成されていくものです。

そのため、I協力して活動し学び合う体験jや「体を動かす気持ちよさを昧わう体験jととも

に、図書ボランティアとの連携を図った読み聞かせを行うなど、豊力、な感性をはぐくむ幼児

教育の充実に努めます。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施|

0 保幼小連携教育の充実

幼児教育と小学校教育との円滑怠接続のため、こども未来局や私立幼稚園連盟・保育協会

と連握し、幼児と児童の交流の機会を増やすとともに、教員の参観や意見交損・情報交換芯ど

合同研修会を充実させます。

また、遊びを通して学ぶ幼児期の教育活動から、教料掌習を申IDIとする小掌校以降の教育

活動への滑らかな接続をめざして、幼児教育から小掌校教育の指導の継続を図ります。
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H21 H22 H23 H24 H25 

回
保紛小連絡会 』

の実施
， 

計画

同・
保鈎小合同研 ... 
究会の実緬 ... 

3 評価指標

指標名 指標の概要 対象
現状値 目標値

(H20) (H25) 

児童生徒の
全国学力・掌習状況調査において、「人の気持 児童 68.7% 90.0% 

「思いやり j
ちがわかる人聞になりたいと思いますかJと

の状況
いう設聞に対し、I当てはまるJと回答した児
量-生徒の割合 生徒 70.5% 90.0% 

児童呈徒の
全国学力・掌習状況調査において、「掌枝のき 児童 73.0% 90.0% 

規範意識の
まりを守っているjという設問に対し、「当て

状況 はまるJrどちらかといえば当てはまるJと固
筈した児童・生徒の割合 生徒 70.6% 80.0% 

-50-



重点施策1ー③ 健やかな体の育成}

1 これまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの戚黒】

掌校における体育・健康に関する指導は、学授の教育活動全体を通して行い、「喫煙・飲酒・

薬物乱用防止教育」やI性教育Jなどを実施しており、教育委員会においては指導者研修会を

開催しています。

また、学校における食育については、掌校給食を生きた教材として指導するほか、教科等・

特別活劃・総合的な学習の時間など、教育活動全体を通して計画的に食育の推進を図るため

に、「食育指導計画・実践事例集J(小学校)、「食育指導計画・事例集J(申掌校)を作成していま

す。

【舎後の眼圃】

本市の児童生徒の体力・運動能力調査結果は、全国平均水準より低い値で推移しています。

その基礎データとなるI新体刀テストJ8種目の完全実施率は、中学校で81%、小学授は19%

にとどまっています。そのため、児童生徒の体力の実態から課題を明ら力、にし、課題に応じた

体力向上のための取り組みが十分行われていないのが現状です。また、申掌校の部活動指導

者の確保も喫緊の課題です。

学校における食育については、校長を中山とした指導体制の整備と指導計画の作成および

計画に基づいた指導を行い、家庭・地域と連携した取り組みを行うととによって一層の推進

を図ることが求められています。

【舎後の方向性】

舎後、さら怠る児童生徒の健やかな体の育成のために、学校における体育に関する指導で

は、新体力テストを実施して、児童生徒の体力の実態を把握し、体力向上の取り組みゃ運動部

活動の充実を推進していきます。

また、学校における良育を推進するために、指導計画の作成と指導体制の整備を図るとと

もに、学校給食試食会などの事業を実施することにより、学校・家庭・地域と連携した食育を

推進します。

2 主な事業と取組事項
0 おっしょい!元気ッズ・パワーアッププラン

「新体力テスト集計ソフトjを開発し、各掌授における集計ソフトを活用した「新体力テス

トjの実施促進を図るとともに、集計結果から各学校の児童生徒の体力実態と課題を把握し、

体力向上の取り組みに活用します。また、体力の個人診断シートにより、児童生徒一人ひとり

の体力実態と課題を保護者へ伝えることにより、家庭における体刀向上の重要性についての

保護者への啓発を図ります。

さらに、I福岡市体力向上マニュアルJを作成し、体力向上推進モデル校の取り組みを槙に

各学校の体力向上の取り組みを推進し、児童生徒の健康の保持増進と健全な発育発遣をめざ

します。
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H21 H22 H23 H24 H25 

11体力向上 | ト寸実施 l 』

マニコアル作成 ..... 
計画

11体力向上モデル l 』

枝継続実施 l .... 

0 各学校における児童生徒の体力向上の取組

児童生徒の体力の向上を図るためには、体力の向上に関する指導を学校の教育活動全体を

通して適切に行うことが大切です。そのために、体育科・保健体育科の揮業内容の充実を図る

とともに、いろいろな運動や外遊び等、児童生徒が自ら休み時聞を活用した体力向上の取り

組みや10分程度の短い時聞を活用した「体力パワーアップ・タイムJ等の特色ある教育活動、

運動部活動の活性化等を各掌校の児童生徒の実態に応じて推進していきます。

また、鍛錬遺足や自然教室等の行事を通して、児童生徒が豊かな自然と蝕れ合いながら体

力の向上が図られるよう努めるとともに、小掌校等の校庭の芝生化についても検討していき

ます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 食に関する指導の推進(新規)

学校における良育を推進するためには、児童生徒の発達段階に応じた食に関する指導を積

極的に推進するととが大切です。そのために、各掌授で、掌梗長(園長)を申I~\とした食育を推

進するための指導体制を整備し、児童生徒の実態を踏まえた食育指導全体計画を作成し、関連

する各教科や特別活動、給食時間において、継続的に体系的な食に関する指導の充実を図りま

す。また、指導を行う際には、学級担任や教事↓担任等と栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、省

食主任等の関係職員が協力して、食に関する指導を積極的に推進していきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 掌校・保育所等における食育推進事業

食育を推進するためには、学校・家庭・地域が連携して取り組むことが大切です。そのため、

主に就学前の幼児・保護者を対象に、地域のリーダーと連携して、掌校給食を活用した講話や

体験活動を区ごとに実施し、掌校結食の目悶や意義・朝食の大切さ芯どを啓発します。また、

給食試食会や公民館での出前講座で栄養教諭・掌校栄養職員等による食青の講話を行うこと

により、学校・家庭・地域と連携した食育の推進を図ります。
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計画

H21 

区ごとに1授
で実施

H23 H24 H25 

0 部活動支援事業

生徒の自発的な活動やI~'身の健全な発育を促すために、指導者や補朗指導者の確保、運動

部活動での大会出場や活動場所、文化部活動での文化発表会出場・出展等への麦援を行い、運

動部・文他部活動の充実と推進を図ります。

計画 H継続実施|

H22 H23 H24 H25 

0 喫煙・飲酒・薫物乱用防止教育

各小・申学校において、健康教青年間指導計画を作成し、計画に基づいた指導を行うことに

よって、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育を充実させ、児童生徒の健全育成を図ります。

計画 H継 問|

H22 H23 H24 H25 

0 人間尊重の性教育

各小・中掌授において、健康教青年間指導計画を作成し、本市作成の教員用性教育の手引き

書Iすばらしい成長~人間尊重の性教育-Jを活用した適切な性教育を行い、児童生徒に生命

の尊重や男女平等などの精神に墨づく正しい異性観を育てる教育を行います。

計画 H継 問|

H22 H23 H24 H25 

q》
k
u
 



3 評価指標

指標名 指標の概要 対象
現状値 目標値

(H20) (H25) 
(男吾) (男寺)

小5 48.9 50.0 

児童生徒の体 I体力運動能力調宣jの総合得点の全国平均を
児童 (友吾) (女吾)

47.8 50.0 
力運動能力の 50とした場合の福岡市の小掌校5年生、申掌

(男ラ) (男吾)状況 校2年生の値
中2 48.0 50.0 
生徒 (女吾) (女吾)

47.5 50.0 

¥ 
(小掌校) (小掌校)

新体力テスト 市内で「新体力テストjを完全実施している掌 19.0% 60.0% 
の実施状況 校の割合 (申掌校) (申学校)

81.0% 90.0% 

全国学力・掌習状況調査において「朝食を毎日 (小掌枝)

食べていますかjという設聞に対し、「毎日食 児童生徒
87.1 % 

100% 
べているjと回答した児童生徒の割合 (中学梗)

朝食摂取の状 82.2% 
況 福岡の教育についてのアンケートで、「ミ子ども

に毎日しっかりと朝食を食べさせていますか
保護者 74.5% 100% Jという設問に対し、「毎日食べさせているJと

回答した保護者の割合
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重点施策1ー④ 掴聞の特性を生かした教育の推進

1 これまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの属果】

I福岡の特性を生かした教育の推進Jとは、福岡市が持つ自然や歴史、文化的・社会的資源を

活用し、掌校教育の内容と方法に広がりと深まりを持たせることです。

福岡市は、地域コミュ二ティーの拠点としての公民館が小学校区ごとにあり、博物館や美

術館、図書館、埋蔵文他財センタ一等の文化施設が整っています。また、海・山・川といった自

然環境も身近なところにあり、アジア諸国との古くからの交流もあります。さらに、企業や大

掌、国際的な機関等も集積しており、専門性に長けた人材も豊富です。

之のような福岡市の特性を生かして、様々な体験活動や地域の人材の活用、大学との連携、

国際理解教育の推進等を実施し、特色ある教育活動・特色ある掌枝づくりを行ってきました。

【舎後の眼眉】

これまでの取り組みの結果、掌校教育には多様主主活動が取り入れられるように怠り、一定

の成果は認められています。しかし、地理的芯条件から文化施設等が活用しにくい状況や、掌

校単狙では企業や大掌との連携が図りにくい等の課題も残っています。

【舎後の方向性】

今後の取り組みを推進していくにあたっては、基本計画第ア章I公教育の福岡モデルJ(3)

「ミ子どもの力を引き出し発揮させる教育jに示している「擾業の充実jや「体験活動や特別活動

等の活性化J;を図る際仁、福岡の特性を生かした教育を推進します。

2 主な事業と取組事項
0 特色ある教育の推進事業

総合的な掌習の時聞をはじめ、各教科、道徳、外国語活動、特別活動の申で、豊かな体験活動

を進めるとともに、地域の人材や文化施設の活用等を図り、福岡が輩出した人物、伝統的な行

事や文化を学ぶなど、各学校における特色ある教育活動を推進し、地域に愛着と語りを持ち

地域の申で健やかに育つ児童生徒の育成をめざします。

計画 H継続実施H
H22 H23 H24 H25 

o r学生サボーターJ制度活用事業

掌生サボーター制度協定を締結した17大掌で、掌生サボーターを希望する掌生を募り、派

遣を希望する掌枝・園に対して、大学から派遣を行います。派遣された学生サボーターは、主

に掌習指導や掌校行事、掌級活動等の補聞を行います。

計画 H継続実施|

H22 H23 H24 H25 

F
h
u
 

k
u
 



。豊かな体験学習推進事業~自然教室--(再掲)

福岡市および近郊の恵まれた自然の申で、自然との触れ合いや郷土への理解を深めるな

ど、通常の学校宣活では得がたい体験、集団宿泊生活等を通して協力、責任、奉仕などの精神

を酒養し、 I~\身ともに調和のとれた児童生徒の健全育成を図ります。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施H
0 学校・企業等協力者会議

児童生徒の幅広い輿昧・聞のに即した職場体験学習の受け入れ先や社会人講師の人材を確

保するとともに、企業、大学、 NPO等の教育力を掌校教育に生かすため、「学校・企業等協力

者会議Jを定期的に開催し学校教育への理解と協力を求めます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画
回協力体制の

固H随時開催!
... 

構築 ... 

0 職場体験学習事業

生徒がI生きる力J;を身につけ、将来直面するであろう様々怠問題に、主体的に対応できる

力をはぐくむために、すべての申学校において職場体験掌習を実施します。

また、職場体験学習の充実を図るため、企業等の参画を生かした教育を進め、インターンシ

ツプ(就業体験)の実施についても検討していきます。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継問H
or福岡市と釜山広揚市との交流史j副読本作成事業

児童生徒の園際理解の推進を図るために、福岡市と釜山広域市との交流都市締結20周年

を記念し、両市の交流に関する副読本を作成します。作成にあたっては、両市の教員等が中I~\

と怠って協議や情報交換等を行い芯がら進め、国際理解教育の授業等で活用します。

H23 H24 H25 

| 計画 11作成配付 11 巨~

0 外国の人や文化等との共生を深める教育活動の推進

国際化が進展する申、本市の掌校に就掌する外国人児童生徒が増加しており、学校教育に

おいては、諸外国の人々とお互いの文化、習慣、価値等を理解し合い、共に生きていく態度を

はぐくんでいくことが求められています。

このため、特色ある教育推進事業(国際理解教育)、福岡市姉妹校等交流事業、「福岡市と釜
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山広域市との交流史J副読本作成事業などを通して、お豆いの文化等に触れ、相亘理解を深め

るとともに、外国語指導助手配置事業、小掌校外国語活動支援事業、英語・韓国語・中国語クラ

ブ支援事業などの麦援事業も推進します。

また、「在日外国人の人権に関する学校教育指針Jに墓づき、お互いの文化の遣いを尊重し、

共に生きるJ~\をはぐくむ教育を推進するとともに、校内研修の充実を図ります。さらに、舛国

人児童生徒に配慮した教育の推進のために、日本語教室設置校や日本語指導員の派遣事業の

充実を図ります。

計画 H継続実施 H
H22 H23 H24 H25 

0 埋蔵文化財センター出前捜業

遺跡からの出土昂に触れて歴史を身近に感じ、古代の人々の生活体験学習を通して歴史認

識を深め、児童生徒が郷土福岡を語りとする気持ちをはぐくむために出前擾業を行います。

計画 H継続実施|

H22 H23 H24 H25 

0 オラガマチ博物館事業

遺跡からの出土昂を掌校の小型ケースに展示し、全学年的な学習活動に活用します。児童

生徒や掌校関係者、さらには校区の人々が地域の歴史を身近に感じるとともに、文化財を愛

するJ~\をはぐくみます。

計画 H継続実施|

H22 H23 H24 H25 

0 板付弥生のムラ公開事業

日本最古に属する稲作農耕遺蹄であり、本市のかけがえのない文化財として整備されてい

る「板付遺跡Jを広く市民に公開するとともに、掌校教育においてもその活用を図り、弥生時

代の文化や暮らしの体験を通して遺跡の重要性や保寄・整備の必要性について理解を深めま

す。また、米づくりや土器づくりなど、弥生人の生活に触れることで、福岡市の歴史に関心1を

持ち、文化財を次の世代に守り伝えていくミ子どもを育てます。

計画 H継続実施|

H22 H23 H24 H25 

7
r
 

k
u
 



3 評価指標

指標名 指標の概要 対象
現状値 目標値

(H20) (H25) 

地域の人材や
福岡市の教育についてのアンケー卜におい

教員 73.6% 80.0% て、I地域の人材や施設などを生かした教育
施設を生かし

を工夫しているかIという設問に却し、「とて
た教育の推進

も当てはまるHどちらかといえば当てはま
状況

るJと回答した教員、保護者の割合
保護者 52.4% 70.0% 

ふるさとわが 全国掌力・掌習状況調査において、「舎住んで
町への興昧関 いる地域の歴史や自然に閲IDIがあるjという

児童生徒
小 46.4% 小 70.0%

。の状況 設聞に対し、「当てはまるHどちらかといえ 申 19.8% 申 70.0%
ぱ当てはまるJと回筈した児童生徒の割合
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重点施策1ー⑤ 市立高等学校の活性化

1 これまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの鴎県】

これまでの市立高校の活性化の取り組みとして、福淘高校の総合学科改編、博多工業高校

の類・コース制導入など各高校の教育内容の充実を図ってきました。

【舎後の田園】

現在、高等学校への進学率は約96%と怠っており、高等学枝はほとんどの吾どもたちが通

う教育機関となっていますが、志願倍率が低迷している高校もあるととや、生徒達の興昧・関

ID¥や進路意識の多様化、上級学校進掌希望者の増加、また、工業科や家庭科の専門学校では、

企業がより専門的な知識や技能を求めるなど、社会二一ズが変化してきでおり、学科の教育

内容や教育課程等の見直し、生徒指導、進路指導およびキャりア教育のさらなる充実、地域の

企業等と連携した専門教育の推進など、各掌枝の特色を生かして申掌生や保護者から必要と

される魅力ある高校づくりが求められています。

【舎後の方向性】

本市が設置した高校として、進掌や就職など生徒の多様な進路希望に応える乙とにより、申

掌生や市民から必要とされる魅力ある高校づくりの推進に努めます。

また、本市の将来を担う人材を育成するため、社会ニーズの変化に対応しながら、市民や企

業から求められる教育内容を提供し、生徒の進路実現を宣揚する高校づくりの推進に努めま

す。

2 主な事業と取組事項
0 進路実現プロジェクト(新規)

生徒一人ひとりの進路希望を実現するため、各掌校の特色や学校狙自の創意工夫を生かし、

生徒の興昧・聞の、進路希望等に応じて、大学受験へ対応する展業力向上に向けたセミナーへ

の教員派遣、研究擾業の実施、社会人講師の活用、就職につながる資格取得や地域の企業等と

連携した専門教育の推進など、学力向上や学習意欲向上に資する取り組みを進めていきます。

H22 H23 H24 H25 

計画 H 実施 H 
0 高等学校キャリア教育支援事業

近年、若者の劃労観・職業観の希薄化や社会人としての基本的な資質をめぐる課題、早期離

職などが社会問題となっています。そこで、明確怠目的意識を持って学業に励み、主体的に自

己の進路を選択・決定できる能力や、しっ力、りとした勤労観・職業観を育成するために、イン

ターンシップ(就業体験)や、企業等と連携した実技体験プログラムなどの体験活動を推進し

ます。

H21 H22 H23 H24 H25 

|全校実施|計画
ー-

体験活動の 』

一部実施 ... 
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0 魅力ある高校づくりの推進

中掌生や市民から必要とされる魅力ある高枝づくりを推進するため、生徒の進路実現を図

るとともに、掌校行事、生徒会活動、部活動、小・中掌校や特別~援掌校との連携、園際受流、ボ

ランティア芯ど各市立高校の創意工夫を生かした特色ある取り組みを進めていきます。

計画 H継続実施|

H22 H23 H24 H25 

0 学科改編等の検討

進学や就職など生徒の多様な進路希望に応え、本市の将来を担う人材を育成するため、教

育内容の見直しについて、各高校の主体的な取り組みを支援するとともに、社会の変化に対

応するための掌科改編などの検討を行います。

また、将来的な申掌校宰業者数の推移も勘案しながら、県立高校や私立高校との協調の下

に、市立高校の配置および規模の適正化などについても検討を行います。

画計 H 検討 ト-H横討制

H23 H24 H25 

3 評価指標

指標名 指標の標璽 対象
現状値 目標値

(H20) (H25) 

志願倍率の 志願倍率が公立高等掌校平均倍率を下回って又一 7掌科 3掌科状況 いる掌科数

進路希望の実現に却する満足度についてのア
進路希望の ンケートにおいて、「掌授の進路指導等が進路
実現に却す 目標の達成に役立っているかjという設聞に 生徒 73.6% 85.0% 
る満足度 対し、「とてもそう思うHややそう思うJと固

筈した生徒の割合
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重点施策1ー⑥ 人権教育の推進

1 これまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの鴎県】

掌枝における人権教育を推進するため、毎年、教員向けの「人権教育指導の手引きJを作成

し、学校に配付するほか、全市人権教育研修会や男女平等研修会等を主催し、教員の人権感賞

および資質・指導力の向上に努めています。また、児童生徒向けの人権副読本を配本し、人権

掌習への活用促進を図っています。これらの取り組みを過して、児童生徒の人権意識の高揚

や教職員の人権問題に苅する理解・認識が深まってきました。

【舎債の眼圃】

しかし、学校においては、いじめや差別的言動などの人権に関わる事象が依然として発生

しており、人権掌習の取り組みが知的理解にとどまり、児童生徒の確か芯人権感賞や自他を

尊重する態度や行動力の育成にJ必ずしもつ怠がっていない面も見られます。

また、学校における人権教育の取り組みが必ずしも教員全体に浸透しておらず、人権教育

の組織的・計画的取り組みやさらなる教員の人権感賞および資質・指導力の向上が求められ

ています。

【舎笹の方向性】

このような乙とから、平成21年に策定した「福岡市教育委員会人権教育推進計画Iに基づき、

学校の教育活動全体を通した人権教育を教員の共通理解・認識のもとに、組繊的・計画的な推

進を図っていくとともに、教育委員会の主催研修会の充実を図ること等を通して教員の人権

感覚および資質・指導力の向上に努めていきます。さらに人権掌習に関する効果悶な教材等を

児童生徒の発達段階に応じて整備し、児童生徒の人権感貨を高め、さまざまな人権問題へ取り

組んでいこうとする実蹟的な行動力を育成していきます。

2 主な事業と取組事項
or人権教育指導の手弓|きJの作成・配付(新規)

学校(園)の教育活動全体を通した人権教育を効果的に推進していくため、「人権教育指導の

手引きjを作成、全教員に配付し、教員の人権教育に対する共通理解のもとに掌校における人

権教育の組織悶・計画的な推進を図ります。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 掌級集団アセスメントの実施(新規)

一人ひとりの人権が尊重される学級づくりをすすめるため、不登枝、いじめ等の課題の多い

小・中学校の児童生徒を対象に学級満足度や掌校宣活への意欲屋、ソーシャルスキルについて

のIt;理テストを実施し、乙の診断結果をもとに児童生徒の掌級集団における状況等を把握し、

いじめ、不登校等の早期発見や学級改善の資料として活用していきます。
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H21 H22 H23 H24 H25 

計画 |横証・改善|

0 学校における人権教育研修

教員の人権問題への理解・認識の深化と人権意識の高揚を図るため、掌枝(園)における人

権教育研修や人権教育に関し自主的に研究・実践を行っている研究団体に研修貴を交付し、

教員相互の研修を支援していきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 人権教育研修会の開催

教員の人権意識の高揚および資質・指導力の向ょを図るため、全教員対象の全市人権教育

研修会や男女平等研修会、家庭教育支援パンフレット活用研修会を各年 1回開催するととも

に、研修肉容の充実に努めていきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 人権学習教材の整備

児童生徒の確かな人権感賞と実践力の育成をめざして、人権読本IぬくもりJを小・中学校

の各掌年に整備し、毎年必要数を補充配本し、活用状況の調査を行い、その活用を促進してい

きます。

H21 H23 H24 H25 

計画 整備活用促進

o PTA人権教育研修

PTA会員が人権についての理解を深めることを通して、学校での人権掌習を積極的に受

け止めるととのできるような家庭の基盤づくりと、人権を尊重し人の多様性を認め合う地蹴

づくりをめざします。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施|
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3 評価指標

指標名 指標の慎重 対象
現状値 目標値

(H20) (H25) 

児童生徒の
全国掌力・掌習状況調査において、「自分には、

自尊感情の
ょいところがあると思うlという設聞に対し、

児童生徒
小 75.3% 小 85.0%

状況
I当てはまるJiどちらかといえば当てはまるj 中61.2% 中 70.0%
と回告した児童生徒の割合

児童生徒の
全国掌刀・掌習状況調査において、「ひとが困

人権意識の
っているときは、進んで人を即けているjとい

児童室徒
小 80.0% 小 90.0%

状況 う設聞に対し、「当てはまるJiどちらかといえ 申 73.3% 申 83.0%
ぱ当てはまるjと固筈した児童生徒の割合

人権教育の
福岡市の教育についてのアンケー卜において、

視点を取り
あなたの掌梗では、「人権教育の視点が取り入

入れた擾業
れられた授業が行われているJという設聞に対 教員 83.7% 100% 

の取組状況
し、Iとても当てはまるJiどちらかといえば当
てはまるjと回答した教員の割合

-63-



重点施策1ー⑦ 不登校の子どもへの支援・いじめの未然防止の充実}

1 これまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの鴎県】

これまで、スクール力ウンセラーやスクールソーシャルワー力ーの配置、メンタルフレン

ドの派遣(ひきこもり対策)、適応指導教室の運営、教育力ウンセラーによる面接相談や電話

相談、教員に対する研修として、教育相談専門講座の開設や講師派遣、「いじめ防止マニュア

ルJによる校内研修などの充実を図るとともに各学校にIいじめ防止対策委員会Jを設置し、

いじめの未然防止や不登授の吾どもへの支援に努めてきました。

【舎畿の眼圃】

しかし、平成19年度の福岡市における不登校児童生徒数は、 1，263人(小学校230人、中学

校1，033人)でした。また、中学 1年生の不登校生徒数は、小掌校6年生の不登枝児童数と防

べると、約3.3倍(全国平均は約3倍)となっています。いわゆる「申 1ギャップJと言われる課

題があることが分かります。

また、いじめの発生件数は減少傾向にあるものの、携帯電話のメールやインターネットの

利用が増加するとともに、ネットよでの特定の児童生徒に対する誹講中傷が行われるなどの

「ネット上のいじめIという新しい形のいじめ問題が生じています。

【舎畿の方向世】

不登校をはじめとする「申 1ギャップJヘ的確に対応するため、申掌枝 1年生における少人

数学級を実施するとともに、不登校児童生徒への対応に専任的に従事する教員の配置を進め

ます。また、スクール力ウンセラーの小学校配置やスクールソーシャルワー力ーの配置、適応

指導教室の適切な活用方法や運営方法のあり方などを検討し、不登校児童生徒の麦援にあた

ります。また、小申連携による生徒指導のあり方の改善や吾育て麦援を書めた家庭、関係機関

との連携の一層の充実を図ることで、不登校児童生徒を生まない取り組みを進めます。

また、いじめの兆候をいち早く把握し迅速な対応を行うとともに、情報モラルの指導や保護

者への啓発活動を行い、いじめを許さない学校、掌級集団づくりを家庭・地域と共に行い、いじ

めの宋然防止に努めます。

2 主な事業と取組事項
0 不登校対応教員の配置(新規)

不登校・不登校傾向のある生徒に適切な指導・麦援を行っていくためには、学級担任などと

連携して、専門的、専任的に対応する教員の配置が刻果的であると考えられます。

このため、こうした生徒への適切な指導・支提や校内適応指導教室の運営に従事するととも

に、学技におけるコーディネーターの役割を担うなど、不登校生徒への対応に専任的に従事す

る不登校対応教員を配置します。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画 巨日 検証および拡大配置検討
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0 中学校1年生における少人数学級の実施(新規)

いわゆる『中 1ギャップJへの的確な対応を図るためには、中学校入学後の生徒の掌習面や

生活面、友人関係などにおいて、よりきめ細かな指導が求められます。

このため、学級担任が生徒一人ひとりに深く関わることができるよう、申学校1年生におい

て1学級35人以下の少人数掌級(選択制)を実施します。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画 回
申掌佼1年生 .. 

(選択制}新規実施 ... 

。学級範囲アセスメントの実施(新規・再掲)

一人ひとりの人権が尊重される学級づくりを進めるため、不登校、いじめ等の課題の多い

小・中学校の児童生徒を対象に学級満足度や学校生活への意欲度、ソーシャルスキルについ

てのの理テストを実施し、この検査結果をもとに児童生徒の学級集団における状況等を把握

し、いじめ、不登校等の早期発見や掌級改善の資料として活用していきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画 |検証改善|

0 スクールカウンセラー配置事業

不登校やいじめ等の問題は、予防や早期解決が大切です。 I~\の専門家であるスクール力ウン

包ラーを各申掌校に配置し、児童生徒、および保護者への力ウン包リングを申J~\仁、教職員等

への研修・朋言・支援を行うことによって、様々な課題を抱える児童生徒等への適切な麦援活

動を進めていきます。今後、小掌枝への配置を富んだ配置計画、並びに活用方法等を再検討し、

刻果的な支援体制の充実を図っていきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

|検証改善|計画
配置計画・活劃 ... 
方法等の見直し ... 

.... 

0 小申連揖教育推進事業(新規・再掲)

中掌校1年生で急激に増える不登校は、小掌枝で一部その萌芽が見られることから、小中

連携教育の推進を図り、小掌校段階から予防的な観点で、人間関係づくりや集団適応力の育

成等を行っていきます。また、不登校の児童生徒一人ひとりの要因に即した適切な吏援を継

続的に行うため、個人サポートブックの活用や、小・中学校の情報交換会の開催を行っていき

ます。個人サポートブックは、教育総合オンラインシステムで複数の教員や関係者の麦援状

況を一元的に集約するとともに、9年閣の支援内容を確実に次1f度に引き継ぎます。
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H21 H22 H23 H24 H25 

個人サポート ... 
l見直し・検討 E

... 
同ブックの活用 ... ...-

計画

同小中情報交換 』

会の開催 ... 

0 教育相談機能の充実

不登校をはじめとする教育的問題を解決するために、臨床I~\理士等の教育カウンセラーに

よる電話・面接相談を実施しています。また、乙れまでにも行ってきた福組関係者との連揖を

一層深めるごとによって、不登枝の解消、来然防止あるいは問題行動の改善を図るなど、積極

的な支援活動を展開していきます。今後とも児童生徒、保護者など、それぞれの問題に応じた

相談に対応し、適切な麦援を行っていきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

|検証改善|計画
同相談体制・運営 ... 
の見直し ... 

... 

.... 

。適応指導教室の運営

I~\理的、情緒的理由による不登校児童生徒に対して、早期の掌枝復帰や社会的自立を促す

ためには、個別面接や集団生活への適切な指導がJ必要です。そのため、現在、適応指導教室と

して、はまかぜ掌級(こども総合相談センター)、まつ風掌級(教育センター)を設置していま

す。また、児童生徒の遇級の利便世を考慮し、博多区(那珂教室・那珂公民館)、南区(玉川教室・

玉川小掌校空き教室)、東区(香住ヶE教室・東市民センター)にサテライト教室を設置し、学

校復帰への支援を行っていきます。

舎後、サテライト教室の実施にあたっては、適切な施設の選定と効果的な運営方法を検討

し、教室の運曽を行っていきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

サテライト
教室の甑売

計画

|検証改善|同施設・運営方法 ... 
等の検討・運曽 ...-

... 

.... 

0 スクールソーシャルワーカーの配置

児童生徒に関わる問題や課題の申には、学校だけでは解決・解消できないものが少なくあり

ません。そのため、児童生徒への直接支援だけではなく、保護者や教職員への気持ちの代弁、

問題解決に必要怠情報の提供、学校関係者と関係機関との連握の促進、場合によっては支援施

設等への橋渡しといった、教育と福祉の両面力、ら包括的な麦援を行うため、スクールソーシャ

ルワー力一4名を配置しています。
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令後、児童生徒を取り巻く掌校・家庭・地域等の環境に対する働きかけ、あるいは連携した

支援については、活動の点検・見直し等を行い、その成果を踏まえ、支援活動のあり方を検討

していきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

|配置弧充| |検証改善|
計画

I活動! ... .... 
F 寸F

0 不登校の子どもの保護者の学習・交流会

不登校の兜童生徒の保護者等に対し、吾育ての自信と意欲を回復し課題解決の糸口を探る

ことを目的とした交流会や講座を実施します。

H22 H23 H24 H25 

計画 H継問H
。いじめ防止対策委員会の充実

掌枝、家庭、地域が連携していじめの宋然防止を図るために、教職員、保護者、地域の青少年

育成連合会や児童委員、スクールカウンセラー等からなる各掌枝の「いじめ防止対策委員会J
の充実を図ります。

また、いじめや暴力行為等、様々芯事案の原因・青票等を迅速に把握し、早期解決を図るため

に教育委員会内にいじめ問題等プロジェクトチームを組織し、学校への支援を強化します。

H22 H23 H24 H25 

| 計画 H継 問|

3 評価指標

指標名 指標の概要 対象
現状値 目標値

(H20) (H25) 

不登校児童生 I不登校児童生徒Jの人数 児童生徒 1.263人
885人

徒の出現状況 (3割減)

小学枝
小掌枝

不登校児童 文部科掌省調宣のI不登枝児童生徒Jのうち、 25.0% 
生徒の掌枝 「指導の結果登校する又はできるようになっ 開童生徒 申掌枝 35.0% 

復帰の状況 た児童壬徒jの割合 21.6% 申掌授

(H 19) 35.0% 
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重点施策1ー⑧ 特別支援教育の推進

1 これまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの鴎県】

特別支援教育は、障がいのある幼児、児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組

みを豆援するという視点に立ち、一人ひとりのニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や

掌習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導および必要な麦握を行うものです。

福岡市においては、平成15年度に策定した「障がい児教育プランJのもと、①予どもの将来

を見据えた就掌指導、②社会的自立を目ざす教育、③一人ひとりの障がいに応じた支援、④障

がいの状況に応じた環境整備、⑤地域でともに生活するための支援、⑥発達教育センターお

よび各瞳がい児教育機関の充実という六つの柱から、一人ひとりの障がいの状態に応じた専

門的な教育を進め、社会的に自立できる吾どもをはぐくむ取り組みを行ってきました。

【舎笹の眼掴】

乙れまでの取り組みにより、特別支援掌級の設置率の向上や医療的ケアの段階的充実など、

一定の成果は認められてきました。しかし、知的障がいのあるミ子どもの増加や障がいの重度・

重複化傾向が顕著であること、受援の対象が小・中掌枝の通常の学級に在籍する発達障がいの

ある児童生徒へ拡大されたととなどへの適切な対応がJ必要となっています。

【舎畿の方向性】

障がい児教育プランが平成21年度で最終年度を迎える事を踏まえ、これまでの取り組みの

総括を行い、舎後、より一層の「障がい等のある児童生徒の自立と社会参加lを促進するため

の基本計画I福岡市特別支据教育推進プランIを策定し、各校における校内支援体制の整備、

特別麦援学校における教員の専門性の向上とセンター機能の充実、それらをサポー卜する教

育委員会における支援体制の整備を積極的に行っていきます。

2 主な事業と取組事項
0 特別支援教育推進プランの策定(新規)

I障がい等のある児童生徒の自立と社会参加jを促進するための総合的・計画的な特別支援

教育施策の実施計画を策定することが大切です。そのため、本市における特別宣握教育関連

施策の墓本計画「福岡市特別支援教育推進プランJを策定します。

H21 H22 H23 H24 H25 

|策定 l ‘I実施 l ... 

計画
"'-1 -，，~ 1 ... 

巨司

0 特別支援教育支援員の配置拡充

通常の学校に在籍している発達障がいのある児童生徒数は年々増加しており、緊急度の高

い事例では、日常生活や掌習活動上で、特に個別の支援を必要としています。そのため、舎後、

特別支援教育支援員の増員を検討します。
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H21 H22 H25 

計画 1160校に配置|

0 発達障がい等のある児童生徒への支援充実を困る特別支援連携協譜会の設置

これまで見過ごされてきた発達障がいのある児童生徒や知的レベルが境界域にある児童

生徒への支援充実を図るため、小・中学校における教育活動に特別支援教育のノウハウを生

かす仕組を構築します。そのために、特別支援掌校のセンター機能を生かし、特別麦援掌枝の

リーダ-コーディネータ一、却・小・中・高等学校の枝肉コーディネーターが情報交換を図り、

関係機関との連携を奮めた地域麦援ネットワーク「特別支援連携協議会J;を構築します。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 特別支援教育コーディネーターの聾成

これからの時代に対応する豊かな発想と新しいアイディアを育し、すべての掌枝(園)で行

われる特別支援教育の推進のために、専門性を生かしリーダーシップを発揮できる人材の育

成が大切です。そのために、特別支援教育コーディネーターを養成する研修講座を充実させま

す。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画 '00人 ... 
研修費講予定 .... 

0 特別支援掌校卒業生の就労促進

生徒の自立と社会参加を進めるために、一人ひとりの特性や能力を最大限に伸ばし、企業等

への就職を促進することが大切です。そのために、掌枝、企業関係者、行政、掌識経験者等で構

成する就職連絡会を開催するなど、関係団体・機関等との連握を充実させた取り組みを推進し

ます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画
就珊連絡会開催 .... 
(年3回)

.... 

0 特別支援学校卒業生の居場所づくり(障がい者宵年学級)

主に市立特別支援掌校高等部の卒業生に対して、社会参加の促進を図るため、社会生活に必

要な知識・技能に関する学習機会を提供するとともに、障がい者相互の交流の機会を提供しま

す。
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H22 H23 H24 H25 

計画 H継続実施|

3 評価指標

指揮名 指揮の概要 対象
現状値 目標値

(H20) (ト~25)

全国掌力・掌習状況調査において、「掌校全体

校内支療体
として、特別支援教育の枝内支援体制が機能

制の機能化
していますかJという設聞に対し、「充分機能 横長 67.1 % 90.0% 

しているH機能しているjと固管した校長の

割合

校内支据委
福岡市特別宣援連絡協議会の特別室握教育推

員会の設置
進状況調査において、『校内支握委員会の設置

教員 2.4 4.0 
と活劃状況jという設問に対する、5殿階評価

と活動状況
の結果

自立と社会 福岡市立知的障がい特別支援学校高等部卒業 高等部
27.8% 30.0% 

参加の状況 生の就職率 宰業主

-70 -


