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第1章 序論                             

平成１８年１２月に教育基本法が改正され、「教育の目的」と「教育の目標」を明確に示し、これに

基づき、国及び地方公共団体においては、教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、

「教育振興基本計画」を定めることになりました。 

本市教育委員会においても、平成２４年３月に、平成２４年度から平成２８年度までを計画期間

とした「天草市教育振興基本計画（以下「第１次計画」という。）」を策定しました。この計画に

基づき教育の振興のためのさまざまな取り組みを推進してきたところです。 

第１次計画が平成２８年度をもって終了することから、その成果や課題を踏まえるとともに、社

会情勢の変化、現下の教育課題に対応するために、平成２９年度を初年度とする第２次天草市教育

振興基本計画を策定するものです。 

なお、第２次天草市教育振興基本計画は、上位計画である第２次天草市総合計画後期基本計画で

取り組む「総合計画を核としたトータル・システム化」を踏まえ、令和２年度に策定された天草市

教育大綱における４つの基本方針のうち、市長が所管し、教育振興基本計画と同位の分野別計画を

有する「スポーツの推進」を除く、「学校教育の充実」「生涯学習の充実」「文化の振興」の３つの基

本方針に係る計画として見直しを行っています。 

教育基本法（抜粋） 

（教育振興基本計画）   

第１７条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関

する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を

定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。  

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育

の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、平成２５年６月に策定された国の「第２

期教育振興基本計画」及び平成２６年３月に策定の「第２期くまもと『夢への架け橋』教育プラン

（熊本県教育振興基本計画）」を参酌し、本市の実情に応じた教育振興のための施策を総合的かつ

計画的に推進するために定める基本的な計画です。 

また、本計画は、平成２７年３月に策定の「第２次天草市総合計画」に示す、まちづくりの基本

理念「人が輝き 活力あふれる 日本の宝島“天草”」を実現するための教育分野における最上位

の計画となるものです。 

 さらに、本計画は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき定めた「天草市教育大

綱」で示す天草市の教育、学術及び文化の振興策について、より具体的な方向性を示すものです。 

１ 教育振興基本計画策定の趣旨 

２ 計画の位置付け 
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  図１ 天草市教育振興基本計画の位置付け 

天草市教育大綱

基本理念 

【あまくさの未来を拓く「人」づくり】 

〇 歴史や伝統文化を継承して島独自の文化を大切に育みながら、本市の将来を担う子ども

たちが健やかに育つ教育環境の充実しているまちづくりを進めます。 

〇 市民がまちづくりの主役としてお互いの役割を理解し、地域に愛着と誇りをもち、それ

ぞれの個性を生かしながら、市民相互の人権が尊重され、社会の様々な分野で個々が輝き、

活躍できるまちづくりを進めます。 

基本方針 

方針１ 学校教育の充実

方針２ 生涯学習の充実 

方針３ スポーツの推進

方針４ 文化の振興

第２次天草市総合計画

（平成２７～令和４年度） 天草市教育大綱

整
合

第２次天草市教育振興基本計画

（平成２９～令和４年度）
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動

３ 天草市教育大綱 
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基本方針の内容 

方針１ 学校教育の充実

◇ 就学前教育の充実を図ります。 

◇ 学力向上を図ります。 

◇ 心の教育の充実に努めます。 

◇ 健康教育・安全教育を推進します。 

◇ 特別支援教育を充実します。 

◇ 教職員の資質向上を図ります。 

◇ 学校・家庭・地域との連携を進めます。 

◇ 教育を支える環境づくりを推進します。 

◇ 学校給食の充実に努めます。 

方針２ 生涯学習の充実

◇ 生涯学習を推進します。 

◇ 人権教育及び人権啓発を推進します。

方針３ スポーツの推進

◇ 子どもスポーツの振興を図ります。 

◇ 生涯スポーツの振興を図ります。 

◇ 競技・交流スポーツの振興を図ります。 

◇ スポーツ施設を充実します。

方針４ 文化の振興

◇ 文化活動の推進、歴史と文化の保存・継承を推進します。 

◇ 文化施設の整備・活用に努めます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（大綱の策定等）    

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応

じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定

めるものとする。  

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第１項の総合教育会議に

おいて協議するものとする。  

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第２１条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解

釈してはならない。

第２次天草市教育振興基本計画の対象範囲については、学校教育、社会教育、文化財保護、教育

行政事務など教育委員会が所管する分野に加え、市長部局が所管する分野※１で、天草市総合計画に

おいて文化財保護事務と同じ政策として取り組む文化の振興を含めるものとします。 

また、対象期間は、第２次天草市総合計画との整合性を図るため、平成２９年度から令和４年度

までの６年間とします。 

※１ 市長部局が所管する分野  

   本市では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条第１項の規定により、平成25年4月から、スポ

ーツに関すること及び文化に関することは、市長が管理執行を行っている。 

４ 計画対象範囲及び期間 
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第２章  天草市の教育を取り巻く社会の動向及び教育の課題     

（１）人口減少社会、少子高齢化の進行 

人口の減少と少子高齢化の進行は全国的な傾向にあり、本市においてもこの傾向は一層進むもの

と考えられます。 

国勢調査による本市の人口の推移は、次の表のとおりであり、平成２年の１１２，０６８人から、

２７年では８２，７３９人となっています。このうち、年齢３区分別人口については、１５歳未満

の年少人口が、２１，８４５人から９，８３２人へ減少し、また、１５歳から６４歳の生産年齢人

口は、２５，８０４人減少しています。一方、６５歳以上の老年人口は、この２５年間に８，４９

３人増加し、総人口に占める割合も３７．２％となっています。

 なお、平成２８年３月に「まち・ひと・しごと創生法」に基づき策定した「天草市人口ビジョン」

による本市の将来人口は、図３のとおりであり、今後とも減少が一層進むことが見込まれます。

 このように、人口減少の進行による地域社会の活力の低下が懸念される中にあっては、世代や性

別を問わず、全ての人がさまざまな分野でそれぞれの役割や能力を発揮することが求められていま

す。

表１ 天草市の人口等の推移           ＜単位：人、％   出典：国勢調査＞

区 分 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

人口総数 112,068 107,823 102,907 96,473 89,065 82,739 

男  52,191    50,227    47,814    44,606    41,098    38,353 

女    59,877    57,596    55,093    51,867    47,967    44,386 

年少人口

（15歳未満）
   21,845 18,691    15,844    13,514    11,288    9,832 

その割合 19.5 17.3 15.4 14.0 12.7 11.9 

生産年齢人口

（15～64歳）
67,902 63,312 58,300 53,127 47,773 42,098 

その割合    60.6    58.7    56.7    55.1    53.7    50.9 

老年人口

（65歳以上）
   22,316    25,820    28,718    29,816    29,868    30,809 

その割合 19.9 23.9 27.9 30.9 33.5 37.2 

世帯数    35,808    36,190    36,296    35,426    34,272    33.224 

１ 教育を取り巻く社会の状況 
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  図２ 天草市の人口等の推移       ＜単位：人   出典：国勢調査＞ 

図３ 総人口及び年齢階層別人口の推移と将来推計

＜出典：国勢調査  天草市人口ビジョン＞
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（２）国際化・グローバル化の進展

輸送・交通手段の発達や情報通信技術（ＩＣＴ※１）の進展により、「人・モノ・カネ・情報」が

あらゆる分野で国境を超えて行きかうグローバル化が加速しています。 

このため、自らの国や地域の伝統や文化についての理解を深めるとともに、他国の文化を尊重し

理解を深め、国際社会に対応できる人材の育成が必要となっています。 

（３）高度情報化の進展

インターネットや携帯電話、スマートフォン等のＩＣＴの発達・普及により、さまざまな情報を

入手したり、不特定多数の人々と交流したりすることが可能となるなど、情報の利便性が格段に高

まっています。このことは、人間関係やライフスタイル※２、産業や組織の構造にも変化をもたらし

ています。

一方、ＩＣＴ化の進展は、情報活用のための環境や能力の違いによる新たな社会的・経済的な格

差を生むとともに個人情報の流出など、負の側面ももたらしています。

また、有害な情報や不確かな情報に接する危険性が増すとともに、子どもたちがネット犯罪に巻

き込まれることや「ネット上でのいじめ」、依存症といった問題も生じています。

このような情報化社会に対応するためには、ネット社会に関する正しい知識や情報モラル・マナ

ー※３を含む情報活用能力の習得と育成が必要です。 

（４）経済・雇用環境の変化

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、産業・経済構造や雇用環境は大きく変化し

ています。特に若年層においては、雇用環境の改善が進まない状況の中、非正規雇用の増加や高い

早期離職率が社会問題となっており、将来への不安や経済的格差を招く要因となっています。

 このように、経済的格差が教育の格差につながり、特に子どもたちの学力や進路選択にも影響を

与え、更なる格差を生み出すといった格差の再生産・固定化が懸念されています。 

この格差の再生産・固定化を払拭し、誰もが能動的に学び続け必要とするさまざまな力を養い、

その成果を社会に生かしていくことが可能な社会の実現を目指していくことが求められています。 

（５）価値観や生活様式の多様化 

過疎化や少子高齢化が進み人と人とのつながりが希薄になる中で、人々の価値観が、個人の考え

方を重視する傾向にあり多様化が進んでいます。また、物質的な豊かさに加え、自然や芸術・文化

そして地域の伝統文化とのふれあいを通して「心の豊かさ」を求め、健康で生きがいのある人生を

過ごし、自己実現を図っていこうとする考え方が進み、人々の生活様式も多様化しています。

そこで、心豊かで創造的に生きるためには、集団や地域社会に積極的に関わり貢献しようとする

意識とともに、「つながり」や「支え合い」の意識を一層高めるための取り組みを進め、地域力の再

生を図っていくことが必要です。 

（６）家庭環境や地域コミュニティ※４の変化

少子化や核家族化、共働き世帯や単身世帯の増加といった家族形態の変容や、地域コミュニティ

の衰退にともない、家庭や地域での子育て・教育力に変化が生じ、過保護、過干渉、無関心、放任

などが問題となっています。

このような状況の中で、地域住民をはじめ子どもたちの家庭を取り巻くさまざまな関係者が相互
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に連携・協力し、子どもたちの家庭教育を支える取り組み、コミュニティの活性化や再構築、子育

てしやすい環境づくり等を行うことが求められています。

（７）地球規模の問題の進行

温暖化や砂漠化、オゾン層の破壊等の地球環境の保全、食糧・エネルギー問題など、人類全体で

取り組まなければならない問題が山積しています。 

環境と共生する持続可能な社会を実現するためには、環境教育や食育などを通じて、ゴミの分別

回収や地域内での清掃活動、地元産食材の利用、食べ残しをなくすことが必要です。そのためには

身近なことから、地球温暖化や食糧問題などの地球規模のことまで幅広い視点での学習が求められ

ています。 

（８）熊本地震への対応 

東日本大震災に続き、平成２８年４月に「熊本地震」が発生しました。教育分野においては、安全な学

校施設等の環境整備、災害が起きた際に子ども自身が自らの命を守ることができる力を身に付けておく

ことの大切さ、学校と地域のつながり等について、その重要性を再認識するとともに、次世代へ引き継

いでいくことが求められます。 

（９）新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の拡大防止を目的として、小中学校等では令和２年３月か

ら長期にわたる臨時休業が実施されました。新型コロナウイルス感染症への長期的な対応が見込まれ

る中でも、持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、学校施設や社会教育施設に

おける感染及びその拡大リスクを可能な限り低減したうえで、事業を継続する必要があります。 

･･･････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････

※１ 「ＩＣＴ」 

Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー)の略

で、情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称。

※２ 「ライフスタイル」 

生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。 

※３ 「情報モラル・マナー」 

情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度。 

※４ 「地域コミュニティ」 

地域をより良くするために活動する住民同士のつながりや集まりのこと。 

（１）幼児期の教育 

子どもたちの健やかな成長を育む上で中心となる家庭においては、核家族化や親世代の勤労形態

の多様化などにより親と子が向き合う時間が減少し、また、情報通信の発達等に伴うコミュニケー

ションの希薄化等により、家庭教育力の低下を招いていると考えられます。また、家庭をサポート

２ 本市教育の課題 

-7-



する役割を担ってきた地域も、個人主義的な風潮が進み他者への関与が難しくなっていること、過

疎化や高齢化等によるコミュニティの縮小などにより、その教育力が低下している状況にあります。 

このようなことから、家庭・地域社会・幼稚園等施設がそれぞれの教育機能を発揮し、幼児期に

おける教育を総合的に推進していく必要があります。 

そこで、本市では、社会全体で乳幼児期における家庭教育を支援し、乳幼児期の豊かな育ちを保

障し、より質の高い幼児教育を提供するとともに、家庭と地域社会、幼稚園等がそれぞれの教育的

役割を担い、総合的に乳幼児期の教育を充実することにより、子どもたちの成長支援を図ります。 

（２）学校教育 

いじめや不登校への対応、特別な支援を必要とする児童生徒への支援の充実、さらには、教職員

の多忙化など、学校教育を取り巻く環境は、社会背景や地域の実状によってさまざまであり、教育

に対するニーズは多様化、複雑化しています。 

知（確かな学力）、徳（豊かな人間性）、体（健康・体力）の調和のとれた「生きる力」を育み、

将来の社会を担う人材を育成するためには、子どもの学習意欲を向上させるとともに、基礎的な学

力や自ら学び考える力を伸ばしていくことが求められています。 

（３）生涯学習 

市民のライフスタイルやニーズの多様化する社会にあって、自己の充実・啓発や生活向上のため、

生涯学習への関心が高くなっています。また、高齢者の社会参加と生きがいづくりのきっかけとな

る、貴重な知識や経験を活かした地域活性化の手法として生涯学習による地域振興が期待されてい

ます。 

また、将来を担う子どもたちを育成するため、地域と学校が協働による地域学校協働活動を推進

するとともに、子どもたちや家庭、地域、教育機関、行政が連携して必要な環境づくりを進めるこ

とが求められています。 

さらに、社会教育施設等の老朽化の計画的な修繕、改修等を行いながら適切な管理運営のもと環

境づくりを進めることが求められています。 

（４）文化 

芸術・文化は、一部の人が楽しむ特別なものではなくすべての市民の心と生活を豊かにするもの

です。そのためには、文化芸術資源の活用や情報発信、子どもたちの文化芸術への関心を高める取

り組み、大人から子どもまでが歴史・文化・祭り等を通じて郷土への誇りや愛着を醸成できる環境

を整える必要があります。 

また、歴史的、文化的な財産の適切な保存を進めるとともに、歴史文化遺産を生かして市民の郷

土の歴史への理解を深め、歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくりに貢献できるよう

に取り組む必要があります。 
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第３章 計画の基本理念、政策と施策       

天草市のまちづくりの根幹をなす計画である「第２次天草市総合計画」では、まちづくりの基本

理念を「人が輝き 活力あふれる 日本の宝島“天草”」とし、「将来にわたって夢や希望に満ちあ

ふれた宝の島」を創ることを目指すこととしています。 

 この計画は、基本理念に基づき、まちの将来像を実現するため、８つの部門に区分された政策方

針を掲げ、政策ごとに施策計画を定め取り組むこととされています。 

第２次天草市教育振興基本計画は、この総合計画の教育や文化部門に掲げた政策・施策の実現に

向け、本市の教育行政の方向性、目標や方針を明らかにするものです。 

また、この総合計画と整合性を図りながら本計画を策定することから、このまちづくりの基本理

念の実現のため、本市の教育が目指す姿を基本理念とし、第１次計画に引き続き「あまくさの未来

を拓く『人』づくり」とします。 

 第２次天草市総合計画にも位置付けられている「政策」とは、基本理念の実現のための「基本方

針」となるもので、次の３つの政策とします。 

政策１ 学校教育の充実 

政策２ 生涯学習の充実 

政策３ 文化の振興 

 総合計画や本計画の政策や施策の関連体系は、次のとおりです。 

 なお、改定前の本計画に体系化していた次の政策及び施策計画は、総合計画を中心とした各種計

画との整合性をとるなか、他の部署で推進する政策施策に関する他計画との重複記載が発生してい

ました。このため、本計画の見直しに併せて整理を行い、他計画と重複した政策及び施策計画につ

いては削除を行っています。  

１ 基本理念 

 天草市教育の基本理念 － 

あまくさの未来を拓く「人」づくり 

２ 政策 

３ 政策・施策と体系図 
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＜計画見直しで削除した政策及び施策名＞ 

政策名 施策名 登載計画名 

幼児期の教育の充実 ・子育て支援の充実 
・幼児期における家庭の教育力向上 

天草市子ども・子育て支援
計画 

学校教育の充実 ・本渡看護専門学校の充実 天草市立病院改革プラン 

スポーツの推進 ・子どもスポーツの振興・生涯スポーツの振興 
・競技、交流スポーツの振興・スポーツ施設の整備 

天草市スポーツ推進計画 

第２次天草市教育振興基本計画　政策・施策体系図

図４　体系図

あ
ま
く
さ
の
未
来
を
拓
く
「
人
」
づ
く
り

1学校教育の充実

2 生涯学習の充実

3 文化の振興

（1）就学前教育の充実

（2）学力の向上

（3）心の教育の充実

（4）健康教育・安全教育の推進

（５）特別支援教育の充実

（６）教職員の資質の向上

（７）学校・家庭・地域との連携

（８）教育を支える環境づくりの推進

（９）学校給食における食の安全と食文化の推進

（１）生涯学習の推進

（１）文化活動の推進

（２）歴史と文化の保存・継承

（３）世界遺産の保存管理

（４）文化施設の整備・活用

（２）社会教育施設の整備

（３）人権教育及び人権啓発の推進

教 育 の

基本理念
政 策

（基本方針）
施策計画
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第４章 政策、施策の展開                  

 基本理念を実現するための取り組み及びその成果を検証するための指標※１は、次のとおりです。 

なお、具体的に推進する事業の内容、目標、年次展開等については、本計画に基づき別途策定する「実

施計画」に定めるものとします。 

※１ 成果を検証するための指標  「第２次天草市総合計画」では、計画の達成状況を常に点検改善していくために、基本構想、基本計

画、実施計画に、それぞれ環境指標と数値目標、成果指標と数値目標、活動指標と数値目標を設定している。「教育振興基本計画」は、

この総合計画と整合性を図ることとしているため、総合計画の基本計画での「成果指標と数値目標」を連動させるものとし、目標値等

の見直しについても、両計画が連携を図りながら対応する。 

学校教育には、変化の激しい社会に主体的に対応できる能力の育成が求められています。また、

文化的・歴史的背景に由来する価値観や特性の差異を乗り越え、他者を理解し共存共栄を図るため、

グローバル人材の育成を目指していく必要があります。 

そのために、学ぶ意欲の向上、学ぶ習慣の定着、体験活動の充実などを通した確かな学力の充実

が求められています。また、豊かな人間性の育成やたくましく生きるための健康や体力の増進が必

要となります。 

学校教育において身に付けるべき資質・能力として、①生きて働く「知識・理解」の習得、②未

知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成、③学びを人生や社会に生かそうと

する「学びに向かう力・人間性」の涵養の三点が重要な柱となります。これらを身に付けさせるた

め、学びの本質として重要となる「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す授業改善を行いま

す。 

ならびに、就学前教育の充実を図り、生涯にわたり心身ともに健康な生活を送ることができる基

盤づくりを図る必要があります。 

施策計画（１）就学前教育の充実 

＜具体的施策＞ 

①幼・保等、小、中の連携の推進 

 子どもの学びや育ちをつなぐ一貫した教育とな

るよう、幼稚園・保育所等、学校間の連携の強化に

努めるとともに、家庭との連携充実を図っていきま

す。 

政策１ 学校教育の充実 

園児と小学生交流・絵本の読み聞かせ 
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②幼稚園の教育環境の充実 

幼稚園教諭においては、各種研修会への積極的な参加・園内研修

の充実・自己研鑚等を行い、さらなる資質の向上及び専門性の向上

に努めます。 

また、子どもたちがのびのびと安全に成長できる環境を確保す

るため、施設の適切な修繕、維持管理を行い、良好な教育環境の整

備に取り組みます。 

③発達に関する相談機能の充実 

 特別な支援を必要とする乳幼児に対して早期に対応するため、発達相談や幼稚園・保育所等での個別

相談等を実施します。なお、障がいが疑われる場合やその不安がある場合には、関係機関との連携を視野

に入れた支援を開始します。 

施策計画（２）学力の向上

成果指標               ＜単位：項目   出典：全国学力・学習状況調査※１＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度） 

実績値 

（平成29年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

全国学力・学習状況調査の全国平

均正答率を上回る項目数 

全８項目 

(小学校４項目・中学校４項目)

全４項目 全８項目 

全５項目 

［設定の根拠等］全国学力・学習状況調査の項目（５項目） 

小学校６年生・・・２項目 

   国語 ・ 算数 

中学校３年生・・・３項目 

   国語 ・ 数学 ・ 英語 

＜具体的施策＞ 

①学校教育研究委員会の充実 

小中学校及び公立幼稚園における教育の充実振興を図るため、天草市学校教育研究委員会を設置

し、各学校・園の実態や要望に応じた課題を設定しながら、その解決のための調査研究を行います。 

具体的には、学習指導要領の改訂に伴う、指導内容の確実な実施のための指導計画を作成します。

また、本市教職員対象に授業づくり等の研修を開催したり本市独自

の指導資料を作成したりするなど確かな学力の充実に向けた研究を

推進します。 

②ＩＣＴ活用等によるわかる授業づくりの一層の推進 

 児童生徒の学習意欲の向上と情報社会に主体的に対応できる「情 

報活用能力」の育成に向けて、１人１台タブレットパソコンの活用 

を中心としたＩＣＴ活用等によるわかる授業づくりを推進します。 

ＩＣＴ活用の授業の様子 

研修の様子 
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③学習指導補助教員・英語指導補助教員※２の配置 

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に定着させるため

に、学習指導補助教員（非常勤職員）を配置し、学級担任と

のティームティーチングや個別指導等、きめ細やかな学習指

導を行うことにより、児童生徒の発達段階に応じた教育を展

開します。 

また、専門性の高い英語指導補助教員（非常勤職員）を 

小学校に配置し、外国語科において学級担任とのティーム 

ティーチング※３指導を行うことで、授業の質の向上を目指 

します。 

④読書活動の支援 

 効果的な読書活動や多様な学習活動を推進するため、学校

図書館に関する業務を専門とする学校司書を巡回方式で小中

学校に配置し、図書館教育の充実を図ります。 

 また、教科等学習と絡めた読書指導の充実、学校における

一斉読書の推進等により、児童生徒の読書意欲の向上を図り

ます。 

⑤外国語指導助手※４の配置 

外国語指導助手を小中学校に巡回方式で配置し、生きた外

国語を学ぶ機会とします。また、グローバル人材育成のため、

国際交流・異文化交流・外国語学習の充実を図ります。 

⑥「総合的な学習の時間」における学習活動の支援 

「総合的な学習の時間」において、横断的・総合的な課題な

どについて、自然体験や社会体験、観察・実験、見学・調査 

など体験的な学習活動を支援します。 

 また、グローバル人材育成の視点からも、日本人としての矜恃を持ちながら広い視野に立ち、教

養と専門性を持った人材の育成を目指していかなければなりません。そのために、「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」等の歴史や伝統、文化について学ぶ「世界遺産学」の授業の充実を

図り、国やふるさと天草を愛する態度を養います。 

⑦姉妹都市教育交流の推進 

姉妹都市（米国エンシニータス市）と中学校生徒の派遣・訪問団受入れによる交流を実施するこ

とで、異なる文化や言語を学び、幅広い視野と国際感覚を身につけた郷土を担う心身ともに逞しい

青少年育成を図ります。 

英語指導補助教員による指導の様子

学校司書による読み聞かせの様子 

外国語科授業の様子 
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･････････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････

※１ 「全国学力・学習状況調査」

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の

成果と課題を検証し、その改善を図るため、文部科学省が実施する調査(調査の対象学年：小学校6学年、中学校第3学年）。

※２ 「学習指導補助教員、英語指導補助教員」 

児童生徒の学習指導の補助を行うもので、特に英会話の指導補助を行うものを「英語指導補助教員」としている。 

※３ 「ティームティーチング」 

 複数の教員が役割を分担し、協力し合いながら指導計画を立て、指導する方式のこと。 

※４ 「外国語指導助手」 

 ＡＬＴ（Assistant Language Teacherの略）と呼ばれ、日本人教師を補佐し、生きた英語を子どもたちに伝える英語を

母語とする外国人。

施策計画（３）心の教育の充実 

成果指標            ＜単位：％  出典：熊本県公立学校「心のアンケート」＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成29年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

学校を楽しいと感じる児童・生徒の割合 ９２．３ ９３．５ 
９８．０ 

９５．０ 

＜具体的施策＞ 

①道徳教育、人権教育の推進 

 道徳の時間を要として、学校教育活動全体を通じた道徳教育を充実させ、児童生徒の規範意識の

醸成や社会性の向上を図ります。併せて、郷土資料「熊本の心」や熊本地震関連教材「つなぐ～熊

本の明日へ～」等を活用し、「ふるさと天草」に対する理解と愛着を深め、人と人とのつながりの

大切さについて学ぶことができるようにします。さらに、人権学習や人権集会の充実を図るととも

に、一人ひとりを大切にした教育を進め、人権尊重に対する豊かな感性や実践力を持った児童生徒

の育成に努めます。 

②環境教育の推進 

児童生徒が環境問題に関心を持ち、地球規模の環境破壊やエネルギー・水などの資源保全、人類

の持続可能な発展について、自らのこととして考え、実践する態度の育成を目指します。 

 そのために、すべての小中学校において、学校版環境ＩＳＯ※１を推進し、生命及び自然を尊重す

る精神並びに環境の保全に寄与する態度を養います。 

③いじめ・不登校問題の解消に向けた取り組みの充実 

 天草市版「心のアンケート（６月）」や熊本県版「心のアンケート（１２月）」、学校が独自に

行う調査等により生活習慣に係る児童生徒の実態を把握・分析し、指導の改善を図ります。また、

学校の教育活動全体を通して、規範意識の醸成や倫理観の確立、思いやりの心を育てるなど心の教
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育の充実を目指し、子どもたちの社会性、自主性や協調性を育むなど、児童生徒一人ひとりの豊か

な人間性を育み、不登校問題の解消、いじめを許さない風土づくりに努めます。 

あわせて、子どもたちによるいじめの未然防止に向けた取り組みや、天草市いじめ防止基本方針、

学校いじめ防止基本方針に基づいた、いじめ防止に向けた対策を推進します。 

④幼・保等、小、中、高の交流・連携の強化 

就学前から中学校までの、子どもの生活及び発達や学びの連続性を確保するために、それぞれの

幼稚園・保育所等、学校が発達段階に応じて役割を果たし、幼稚園・保育所等、学校間の連携や円

滑な接続を図ることが大切です。各中学校区において、連携を効果的に推進するために「連携協議

会」を設立していますが、これらを中心に、さらに、交流・連携の推進を図ります。 

また、義務教育段階にある児童生徒のより良い学びや生活を実現するように努め、小中連携を推

進し、学びの連続性や児童生徒の理解を一層進めます。 

さらに、義務教育後の進路先である、高等学校等とのより良き連携のあり方を模索していきます。 

⑤心の教室相談の充実 

中学校に「心の教室相談員」を配置し、適応指導や問題行動などに関係する生徒の教育相談を実

施するなど、問題解決に向けた指導、支援を充実します。 

⑥適応指導教室の充実 

本渡中学校の分教室として設置している適応指導教室「カワセミ学級」を充実させ、登校できな

い状態にある生徒（市内中学生）に対して、学校復帰などを目的とした指導支援を行います。 

･････････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････

※１ 「学校版環境ＩＳＯ」 

 ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）に基づき、各学校が定めた環境についての宣言項目に沿って取り組み、 

その実績を評価・見直し、継続的に環境を改善させていくためのプログラム。

施策計画（４）健康教育・安全教育の推進 

＜具体的な施策＞ 

①教科体育、中学校部活動などの充実 

 教科体育の充実を図るとともに、あわせて、小学校では業間の時間等に行う体力づくりの充実、

中学校では運動部活動指針を基にした部活動の健全な運営により、児童生徒の健康増進と体力の向

上を図ります。 

②安全教育の推進 

学校安全計画の策定・実施、危機管理マニュアルの作成、防災教育の充実、新型コロナウイルス

感染症対策、地域の関係機関との連携など、学校安全に関して各学校において共通に取り組まれる

べき事項について、現状を把握し、安全教育の推進を図ります。 
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施策計画（５）特別支援教育の充実 

＜具体的な施策＞ 

①特別支援教育※１の支援体制の整備・推進 

発達障がいを含む障がいのある子どもや、特別な支援を必要としている子ども一人ひとりの教育

的ニーズに応じた適切な保育や教育、必要な支援に努めます。また、障がいのある子どもが十分に

教育を受けられるための合理的配慮※２及び基礎となる環境の整備、教職員の研修による専門性の向

上や個別の教育支援計画に基づく教育相談の実施により、特別支援教育の推進を図ります。 

②教育相談の充実 

子どもや保護者、教職員の不安やストレスを和らげ、心にゆとりをもって充実した生活を送るた

めの支援として、教育相談事業を実施します。臨床心理士、言語聴覚士などの教育相談カウンセラ

－※３と教育指導アドバイザ－※４により、子育て、友だち関係、就学・進学に関すること、いじめや

不登校に関することなどについて、教育相談を実施します。 

････････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････

※１ 「特別支援教育」 

小・中学校に障がいの種別ごとに設置される少人数の学級（８人を上限） 

※２ 「合理的配慮」 

 障害者差別解消法の中で、国や地方公共団体、公立学校等で提供が義務付けられているもので、障害のある子どもが、

他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有･行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当

な変更･調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされ

ることなど。 

※３・※４  「教育相談カウンセラーと教育指導アドバイザー」 

 幼児、児童生徒の健全な育成と非行防止のための教育相談員で、臨床心理士の資格を有する者やこれに準ずるものが「教

育相談カウンセラー」、教育相談の知識や経験を有する者を「教育指導アドバイザー」。 

施策計画（６）教職員の資質の向上 

＜具体的な施策＞ 

①教職員の指導力の向上 

 教育に直接携わる教職員の指導力の向上を図るため、学校現場における人材育成の観点からのＯ

ＪＴ※１の充実や、生徒指導・学習指導等に係る専門性と実践的指導力を高めるための教職員研修を

充実します。 

②幼稚園・学校訪問指導の充実 

園児・児童・生徒の個性の伸長を図り、併せて教育水準の向上に資するため、幼稚園・学校訪問

指導の充実を図ります。 

訪問指導においては、幼稚園・小中学校の現状を把握し、課題の解決に向けて、経営面、指導面、

環境面及び諸表簿類などについて指導を行い、幼稚園教育・学校教育の一層の充実を図ります。 
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③市指定研究推進校への助成 

教育の質の向上を図るため、小中学校から研究推進校を指定し、教科等教育、心の教育、環境教

育、情報教育、特別支援教育などの領域ごとに、それぞれの学校において、児童生徒の実態に即し

た指導法の実践的研究を推進します。 

また、その成果を研究発表会等で市内外の小中学校に普及します。 

････････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････

※１ 「ＯＪＴ」

On-the-job Training（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）の略で、日常業務を通じた従業員教育のこと。業務現場におけ

る日常的経験の積み重ねによって就業能力を向上させていくというもの。

施策計画（７）学校・家庭・地域との連携 

＜具体的な施策＞ 

①学校運営協議会（コミュニティ・スクール※１）の実施に向けた取り組み 

保護者や地域住民などから構成される学校運営協議会において、学校運営の基本方針を承認した

り、教育活動などについて意見を述べるといった取り組みを通じて、保護者や地域住民の意見を学

校運営に反映させます。「地域の子どもは地域で育てる」という考えのもと、自分たちの力で学校

をより良いものにしていこうとする意識を高めることにより、継続的・持続的に「地域とともにあ

る、特色ある学校づくり」を進めます。 

②幼稚園・学校の自己評価※２の実施 

幼稚園・学校は、自校の教育活動について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図る

とともに、評価結果を保護者、学校関係者に公表します。 

教育委員会は児童生徒がより良い教育活動を享受できるよう、学校運営の改善と発展を目指す取

り組みについて、指導・支援を行います。 

また、幼稚園・学校が、自己評価及び保護者、学校関係者などによる評価の実施とその結果の公

表・説明を行います。このことにより、保護者、地域住民等への周知と理解を図り、幼稚園・学校・

家庭・地域の連携協働による幼稚園・学校づくりが推進されるよう支援を行います。 

････････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････

※１ 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）  

学校と保護者や地域がともに知恵を出し合い、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域ととも

にある学校づくり」 を進める仕組み。 

※２ 幼稚園・学校の自己評価 

子どもたちがより良い教育を享受できるよう、その教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善と発展を目指すための取

り組み。教職員の自己評価と学校関係者による評価結果の公表と、教育委員会への報告が法令上義務付けられている。 
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施策計画（８）教育を支える環境づくりの推進 

成果指標                       ＜単位：％   出典：市独自調査＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成29年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

学校を過ごしやすいと感じる児童・生

徒の割合 
７８．５ ７８．０ 

８３．７ 

８３．７ 

＜具体的な施策＞ 

①トイレ改修の実施 

児童生徒がより良い教育環境の中で教育が受けられるように、小中学校施設のトイレを洋便器に

更新するとともに、トイレ床の乾式化に取り組みます。 

②学校施設の維持管理 

学校施設の危険箇所、老朽箇所については、令和２年度に策定する「天草市学校施設個別施設計

画」に基づき営繕や改修工事を計画的に実施して、学校施設の長寿命化及び耐久性を確保し、教育

環境の改善を図ります。 

施策計画（９）学校給食における食の安全と食文化の推進 

成果指標                         ＜単位：％  出典：市独自調査＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成29年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

品目ベースの地産地消率 

（天草産食材の品目） 
２４．８ ２４．１ 

３０．０ 

３０．０ 

＜具体的な施策＞ 

①給食施設の整備・統合 

文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準※１」に適合し、安心・安全な給食を提供するため、

共同調理場の改築や改修を行い、児童生徒数の減少に対応するため共同調理場の統廃合を推進しま

す。 

②食文化の推進 

地元生産者や関係機関と連携し、地場産の食材を活用して、

地元の料理を取り入れた地産地消を推進します。

･･････････････････････････････ 《用語》 ･･････････････････････････

※１ 「学校給食衛生管理基準」 

学校給食における機器の管理や従事者の健康管理等、衛生管理の充実及び

食中毒の発生防止のための基準。

給食配膳の様子 

天草大王を活用した給食の様子 
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市民一人ひとりが、個性や能力を発揮しながら、心豊かで、より充実した生活を送ることができ

るよう、市民の多様な価値観や地域の課題解決に対応した学習の場を提供します。また、学んだ知

識や経験を家庭や地域など社会の中で生かすことができるような生涯学習社会を実現するため、学

習環境の整備を図ります。 

 地域の中では、社会教育関係団体等がそれぞれの分野で、それぞれの目的に向かって自主的に活

動しています。今後、生涯学習社会を推進するためには、社会教育関係団体等の活動がより活性化

することが、大変重要となってきます。そのため、これらの団体への支援と連携を積極的に図って

いきます。 

施策計画（１）生涯学習の推進 

成果指標                     ＜単位：％  出典：市政アンケート＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成30年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

生涯学習環境（学習機会や学習情報）に対

して満足している市民の割合 
１８．０ ２６．４ 

４９．１ 

４９．１ 

青少年が健全に成長していると思う市民

の割合 
６１．６ ６７．３ 

７６．５ 

７６．５ 

＜具体的な施策＞ 

①学習機会の提供と内容の充実 

複合施設ここらすに新設された中央生涯学習セン

ターや公民館では、市民の学習ニーズにあった多様な

学習機会や、地域課題を解決するための学習の機会を

提供するとともに、学んだ成果を地域社会で生かせる

よう積極的な支援に努めます。 

学習活動の充実を図っていくために、最も重要なこ

とは、知りたい、学びたいなど市民の学習意欲を引き

出すことです。そのためには、市民に身近な町民セン

ターや地区コミュニティセンター等を活用し、関心の

高い講座の企画・開催や対象者に応じた参加しやすい

時間帯の設定など、市民が学習に参加しやすい環境づ

くりに努めます。 

さらに、多様なメディアの活用により、個々の状況に応じた学習情報の提供に努めます。 

政策２ 生涯学習の充実 

複合施設ここらす 学習活動の様子 
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複合施設ここらす 中央図書館 

②図書館機能の充実 

複合施設ここらすの中央図書館等では、生涯学習の拠点機能

として、年齢や性別、国籍、心身の機能の違いなど個人の様々

な状況の違いに関係なく、だれもが利用しやすいユニバーサル

デザイン※１に配慮した図書館づくりに努めます。 

また、市民の「知りたい、学びたい」という要求に応えるた

め、図書館司書の細やかなサービスと、幅の広い分野の資料を 

収集、保存、整理して積極的な提供に努めます。 

図書館から遠距離にある地域に居住する市民へ図書館サービスを充実させるため、移動図書館に

よる巡回箇所の拡充を図ります。 

さらに、読み聞かせボランティアとの連携、協力により市民参画による読書活動を推進します。 

③家庭教育の支援、地域と学校との連携・協働の推進 

家庭教育は、すべての教育の出発点です。子育てや家庭教育を支える地域環境が変化している中、

学校や地域の実情に応じた家庭教育に関する支援体制づくりや家庭教育支援の講座やプログラム等

学習機会の提供を行います。 

また、「放課後子ども総合プラン」の取り組みを進めるために、放課後の子どもたちの安全・安心

な活動拠点として、小学校の余裕教室等を利用し、地域の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動

など地域との交流活動に取り組むことで、地域社会全体で教育力の向上を図るとともに、子どもた

ちが安心して暮らせる環境づくりを推進していきます。 

あらたに、地域学校協働活動に取り組み、地域と学校が相互にパートナーとして双方向に連携・

協働して、幅広い地域住民等の参画により、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、

学校を核とした地域づくりを行います。 

④社会教育関係団体等との連携 

社会教育関係団体の活動が活発になり、地域の課題解決に向けた取り組みができるよう、人材の

育成・団体の育成に積極的に取り組みます。 

また、まちづくり協議会、地区振興会などの地縁組織や、ＮＰＯなどの市民活動団体との連携や

協働も積極的に図っていきます。 

⑤青少年健全育成の推進 

 幼稚園・保育所等・小中学校を通じて、青少年の健全育成に関する情報を提供するとともに、家

庭教育講座等の開催による意識啓発を行います。 

また、青少年育成協議会や子ども会育成連絡協議会等と連携し、青少年の交流事業や自然とのふ

れあいなどの体験を通して、青少年の健全育成を推進します。 

････････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････
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※１ 「ユニバーサルデザイン」  Universal Design UD. 

文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報

の設計（デザイン）。

施策計画（２）社会教育施設の整備 

成果指標                       ＜単位：％  出典：市政アンケート＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成30年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

市民が利用する施設が充実している

と感じる市民の割合
３１．９ ４３．６ ５５．４ 

＜具体的な施策＞ 

①社会教育施設の整備 

生涯学習の拠点として多くの市民が有効活用できるように整備充実を図ります。また、老朽化し

た社会教育施設においては、市民に自主的な活動及び交流を行う場を提供するなど、市民が安心安

全に施設を利用できるよう計画的に改修等を行います。「天草市立図書館整備基本構想※１」による中

央図書館の建設については、「天草市複合施設建設基本計画※２」の中で取り組みました。 

････････････････････････････････ 《用語》 ･････････････････････････････････

※１、※２ 「天草市立図書館整備基本構想」、「天草市複合施設建設基本計画」 

中央図書館の整備等について平成27年３月に「天草市立図書館整備構想」を策定。この中央図書館については、平成28年

８月の「天草市複合施設建設基本計画」で、本渡地域の老朽化した５つの公共施設（中央図書館・中央保健センター・男女

共同参画センター、本渡地区公民館・勤労青少年ホーム）を複合化し、旧本渡中学校跡地に建設する計画で、複合施設ここ

らすとして令和２年３月に完成した。 

施策計画（３）人権教育及び人権啓発の推進 

成果指標                           ＜単位：％   出典：市政アンケート＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成30年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

人権が尊重されていると感じる市民

の割合
２９．８ ３７．１ 

５６．６ 

５６．６ 

＜具体的な施策＞ 

①人権教育・人権啓発の推進 

出身地、年齢、心身の障がい、国籍、学歴、思想、職業、性別等を理由とする偏見や先入観に基

づく差別がいまだに存在することから、「天草郡市人権教育推進連絡協議会」、「天草人権擁護委員協

議会」等の関係団体や市民、行政等が連携し、あらゆる機会を通じて人権について学習する機会を

提供します。 
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文化は、市民の生活に潤いや生きがいを与え、心豊かに生活を営んでいくため必要不可欠な要素

となります。文化を振興していくためには、自主的で多様な文化活動が行える土壌づくりを行うと

ともに、次世代を担う子どもたちや市民の皆さんが質の高い文化事業に気軽に親しめる環境を整え

ることが大切です 

また、天草地域は、雲仙天草国立公園や世界遺産など世界に誇れる自然・歴史・文化遺産を保有

しています。この大切な資源や遺産を、公開・活用を図りつつ、次世代に保存・継承していきます。 

施策計画（１）文化活動の推進 

成果指標                      ＜単位：％  出典：市政アンケート＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成30年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

市の芸術文化事業に触れる機会があ

ると思う市民の割合
２５．８ ３１．９ 

４７．１ 

４７．１ 

＜具体的な施策＞ 

①優れた芸術文化公演等に触れる機会の提供 

天草市民センター・牛深総合センターを文化発

信拠点と位置付け、さまざまな文化芸術に触れ合

える機会を提供します。 

また、熊本県や市独自の事業により芸術家を小

中学校に派遣し芸術鑑賞の機会を提供します。 

②映像文化の継承 

貴重なフィルム映画が鑑賞できる映画館の存続を支援し映像文化を継承します。 

③天草独自の個性ある芸術文化事業の推進 

 天草地域独自の伝統芸能を市内外に向け発信していくため、イベント等の開催支援を行います。

天草文化交流館では「天草土人形」作成など、色々な体験プログラムを実施します。 

 また、伝統産業である陶芸に親しみ、郷土の歴史を知る機会とするため、地元窯元の協力を得て、

小学校高学年を対象に作陶体験を実施します。 

④市民の自立的・公益的な芸術文化活動の育成支援 

 市内の文化団体との連携を密にし、市民の文化活動の発表の場として開催される市民芸術祭や子

ども芸術祭などの活動の支援を行います。併せて、文化事業への支援を行い、文化団体の育成と文

化活動の活性化を図ります。  

政策３ 文化の振興 

芸術出前コンサートの様子 
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施策計画（２）歴史と文化の保存・継承 

＜具体的な施策＞ 

①文化遺産の継承と活用 

文化財は、長い歴史の中で生まれ育まれてきた貴重な

国民的財産であり、歴史や文化等の正しい理解のために

は欠くことのできないものです。市内には、国指定重要

文化財の「 園橋」をはじめ多数の指定文化財が残され

ています。これら文化財を、市民が共有の財産として親

しみ、守り継承するという機運の醸成が必要であり、正

しい理解のもと公開・活用を図ります。 

施策計画（３）世界遺産の保存管理 

成果指標                      ＜単位：％  出典：市政アンケート＞ 

指標名 
当初実績値 

(平成27年度) 

実績値 

(平成30年度) 

当初目標値 

令和４年度目標値 

﨑津集落の世界遺産の取り組みを知っ

ている市民の割合 
８７．２ ８５．３ 

９２．０ 

９７．８ 

﨑津集落の昔ながらのまちなみの景観

が保たれていると感じる市民の割合 
５２．４ ６３．８ 

５４．１ 

７０．７ 

＜具体的な施策＞ 

①世界遺産の保存・活用・継承 

世界遺産としての価値を守り後世へ継承するために、市民一人ひとりが世界遺産としての価値を

理解し、「住む人に誇りを、訪れる人に感動を」与えられるよう周知・啓発に努めます。 

②景観の保全 

 﨑津・今富の文化的景観の保全を図るため、景観形成の価値についての啓発を行い、保存継承に

向けた取り組みを積極的に支援します。 

国指定重要文化財  園橋 
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施策計画（４）文化施設の整備・活用 

成果指標                       ＜単位：人  出典：市独自調査＞ 

指標名 
当初実績値 

（平成27年度）

実績値 

（平成29年度）

当初目標値 

令和４年度目標値 

市民会館利用者数 ２６２，２７０ ２８７，１６３
２６５，０００

２８８，０００

資料館入館者数 １３１，８５５ １１８，４５９
１５８，０００

１５８，０００

［設定の根拠等］ 

「市民会館」は、天草市民センター、牛深総合センター。 

「資料館」は、本渡歴史民俗資料館、天草キリシタン館、天草ロザリオ館、天草玩具資料館、天草コレジヨ

館、御所浦白亜紀資料館、五和歴史民俗資料館、うしぶか海彩館、天草文化交流館。 

＜具体的な施策＞ 

①文化施設の整備・活用 

天草市民センター並びに牛深総合センターについては、施設の延命化や利便性の向上を図るとと

もに民間のノウハウを活用した事業を展開します。 

 各施設の整備にあたっては、展示・活動に支障をきたさないよう年次ごとに計画し整備を行いま

す。 

天草キリシタン館 天草市民センター 
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第５章 計画の実施にあたって                    

教育の更なる振興を図るためには、市民一人ひとりの教育についての意識を高め、学校・家庭・

地域・行政が共につながり、支え合い、一体となって推進することが大切です。  

そのためには、教育に関するさまざまな情報を積極的に発信し、その情報を共有することが必

要であり、また、企業や大学、ＮＰＯ、国・県などの関係機関と連携・協働して推進していきま

す。 

本計画に関わる施策の実施にあたっては、「計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・見直

し（Action）」からなるＰＤＣＡサイクル※１の考え方に基づき、計画に基づく教育施策の実施状

況、効果や課題等について整理し、結果を広く公表するとともに、翌年度以降の取り組みに反映

させながら、本計画の推進に係る適切な事業経費配分にも充分に留意して、実効性のある計画推

進に努めます。また、計画期間中であっても、必要に応じて計画の見直しを行うこととし、国の

制度や施策の変更、教育改革の動きに適切に対応していきます。 

なお、現在、本市教育委員会では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行について点検・評価を行い、その結果についての報

告書を議会に提出するとともに、公表しています。こうした取り組みにより、効果的な教育行政

の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たしていきます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第4 項の規定により事務局職員等に委任

された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。

※１ ＰＤＣＡサイクル   

事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check

（評価）→ Act（見直し）の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。 

２ 計画の点検評価・進捗管理 

１ 計画推進にあたっての役割分担と連携 
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