
川越町の教育基本方針の策定にあたって

　川越町教育委員会は、平成22年度に、教育行政全般の指針である

「教育基本方針」を策定し、それに基づいて、３年間各施策を計画的に

推進してきました。

　学校教育分野においては、知・徳・意・体が調和し、「生きる力」「共に

生きる力」を身につけた、よりよい社会の形成者となる子どもたちの育

成をめざしています。

　社会教育分野においては、教育活動やその他の活動の機会を提供す

ることで、「自ら学び」「自らを磨き」「豊かな心をそなえ」「健康な身体」

を身につけた「活力あふれる人」の育成をめざしています。

　「教育基本方針」を策定し、３年が経過しましたので、取組について

の成果と課題について検証するとともに、今後の方向性について議論

を重ねました。

　その結果、今回の改訂は小規模にとどめ、引き続き今後３年間の指

針と位置づけ、各施策を推進していくことになりました。

これまでと同様に、意図やねらいを明確にし、前向きに、そして、具体的

に行う手法として【重点とする方略】を設定し、それを軸として取組を進

めます。

　学校教育分野では、「意欲」をすべての取組を貫くものと位置づけ、

「挑戦できる場の設定」を最重点方略といたしました。様々な場面にお

いて「挑戦できる場」を設定し、子どもたちの意欲や自尊感情を育む取

組を実践します。

　社会教育分野では、「人づくり・まちづくり」を取組の軸として、「あい

さつ・声かけ運動の推進による子育て・青少年期に関する意識改革」を、

重点とする方略に設定しました。

　川越町の教育にかかわるたくさんの人たちが、本方針のもとに協働

して、具体的な方略を実践していくことで、めざす姿を実現させていきます。

平成25年4月

川越町教育委員会教育長

草薙　明

川越町教育委員会
〒510-8588　三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地

TEL 059-366-7121 FAX 059-364-2568
E-mail k-kyoui@town.kawagoe.mie.jp川越町教育委員会

川越町の社会教育川越町の社会教育川越町の社会教育 活力あふれる人づくり
●自ら学び続ける人　　　　　　　　　　　
●豊かな心をそなえ 他者と協働できる人

●自らのあり方・生き方を身につけた人
●健康な身体と体力をそなえた人

明るい家庭、住みよい地域社会づくりの推進と
青少年の健全育成の充実
●家庭教育の推進
●青少年の健全育成
●三世代交流の推進
●「あいさつ・声かけ運動」の推進

心豊かで活力と連携に満ちた地域づくりの推進
●人権尊重社会の実現をめざした
　町組織の充実
●人権問題への正しい理解と
　認識と主体的活動の推進
●人権啓発活動の推進

いつでもだれもが学べる生涯学習の推進
●学習講座の充実
●学び合える場の充実
●学習の情報発信の推進
●新たな生涯学習環境の整備

文化芸術に親しむ機会の充実、地域文化の保存・継承
●多様な芸術・文化にふれる機会の充実
●文化活動の場、発表機会の充実
●地域に伝わる伝統文化、指定文化財の
　保存と継承の推進
●郷土資料の適切な収集・保存・展示の
　ための新たな施設整備

スポーツの推進と健康で心豊かなまちづくりの推進
●スポーツ・レクリエーションの普及と推進
●スポーツを通した仲間づくりの推進と
　スポーツ団体の育成、支援
●スポーツ指導者、リーダーの育成・充実
●スポーツ施設の充実と利用促進

めざす姿

｢あいさつ・声かけ運動｣の推進
による子育て・青少年育成に関
する意識変革

重点とする方略

それぞれの活動状況に関する
「学ぶ楽しさ感」の広報の充実
による参加者の拡大

重点とする方略

地域に伝わる伝統文化、郷土資料
の保存・継承による「わくわく感」
「ふるさと感」を味わう場の提供

重点とする方略

それぞれの活動状況に関する
「運動する楽しさ感」の広報の
充実による参加者の拡大

重点とする方略

参加型学習の積み上げによる
意識変革

重点とする方略

●川越町では、「あいさつ・声かけ」運動を進めてい
ます。「あいさつ」の生活習慣から、豊かな心、豊
かな人間関係が生まれます。頻繁に「あいさつ・
声かけ」が交わされる町をつくりましょう。

「ありがとう」
……………「感謝の気持ち」が育ちます。

「どうぞ」
……………「思いやりの心」が生まれます。

「おはよう」「こんにちは」
……………相手との心の距離が近づきます。

明るい家庭、住みよい地域社会づくりの推進と
青少年の健全育成の充実
●家庭教育の推進
●青少年の健全育成
●三世代交流の推進

人づくり・
まちづくり

心豊かで活力と連携に満ちた地域づくりの推進
●人権尊重社会の実現をめざした
町組織の充実

●人権問題への正しい理解と
認識と主体的活動の推進

●人権啓発活動の推進

●「あいさつ・声かけ運動」の推進

心豊かで活力と連携に満ちた地域づくりの推進

思い合う
まち

いつでもだれもが学べる生涯学習の推進
●●学習講座の充実学習講座の充実
●学び合える場の充実
●学習の情報発信の推進
●新たな生涯学習環境の整備

人権啓発活動の推進

いつでもだれもが学べる生涯学習の推進

学び合う
まち

●多様な芸術・文化にふれる機会の充実
●文化活動の場、発表機会の充実
●地域に伝わる伝統文化、指定文化財の
保存と継承の推進

●郷土資料の適切な収集・保存・展示の
ための新たな施設整備ための新たな施設整備

●新たな生涯学習環境の整備

文化芸術に親しむ機会の充実、地域文化の保存・継承

文化の
薫り高い
まち

スポーツの推進と健康で心豊かなまちづくりの推進
●スポーツ・レクリエーションの普及と推進
●スポーツを通した仲間づくりの推進と
スポーツ団体の育成、支援

●スポーツ指導者、リーダーの育成・充実
●スポーツ施設の充実と利用促進

心身ともに
健やかな
まち

川越町図書館等複合施設（仮称）
※本図は基本設計段階のイメージであり、実際とは異なる場合があります。

川越町の教育基本方針

～地域全体で～

●平成25年度から図書館等複合施設（仮称）の建設
工事が始まります。完成後（平成27年度）は、町民
の方々との協働により運営します。この施設は、
「学び・育ち・つながる 出会いの広場」をテーマとし
ています。
複合施設の運営のために、町民のみなさんの協力
を期待します。



●｢授業を開く･学級を開く｣ことによる授業の改善
●教職員育成支援システムの活用による主体的研修の推進

重点とする方略

①早寝･早起き･朝ごはん 
②ていねいな言葉づかい
③読書
④家庭学習
⑤運動（遊び）
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「かかわりあって遊べ･学べ」
「ワクワクドキドキ楽しい幼稚園・学校」
「５つの挑戦」

「笑顔いっぱい、川越っ子」

●園・学校関係者評価の活用による経営の改善

重点とする方略 ●言語力（コミュニケーション能力）の育成
●挑戦できる場の設定

重点とする方略

平成２５年度から、川越町教育委員会・各学校・
園は、子どもたちのよりよい学習習慣・生活習
慣の定着をめざして、保護者・地域とともに、

小学生は「学年×１０分」、
中学生はそれ以上（60分＋α）の
家庭学習の時間をめやすに

①開かれた園・学校づくりの推進
・情報公開の推進
・地域の教育機能の積極的な活用

②人材育成の推進
・教職員自らが資質・能力の向上に取り組める環境の構築
・教職員の課題に応じた研修会の実施

③安心・安全な環境整備の推進
・安全に楽しく過ごせる園・学校施設の改善
・警察や関係機関と連携した安心な園・学校づくり
・地域と連携した未然防止策の実施
・教職員の危機管理意識向上と各校園の危機管理マニュアルの日常的な
見直し

④学校経営手法の定着
・学校教育ビジョンの策定と、実現に向けた積極的な教育活動の推進
・保護者や子どものアンケートを活用した「学校自己評価」の取組推進と
結果公表

①学ぶ喜びを実感できる授業の創造
・校内研修の活性化と授業を中心にすえた研修体制の確立
・学び続ける意欲を引き出す授業づくりの研修
・目標に準拠した評価の確実な実施

②生徒指導の充実と学級づくりの推進
・主体的に粘り強く取り組む活動の推進

③今日的課題に対応した研修の推進
・学ぶ意欲の低下、人間関係の希薄化、規範意識の低下、耐性の欠如等の課題
に対応する研修
・園・校の実情に応じた特色ある教育活動の推進のための外部講師を招聘した
研修
・特別支援教育を推進するための研修
・人権・同和教育を推進するための研修
・子ども主体の学び合う授業づくりの研修

を重点課題として取り組んでいきます。　

●家庭学習の定着

●ていねいな言葉づかいの定着
「～です・ます」や「ありがとう」などが
場面に応じて使えるように

めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿

『生きる力』・『共に生きる力』の育成

「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」
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園・学校関係者評価の活用による経営の改善
●挑戦できる場の設定

「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」「挑戦できる場」
【個の挑戦】【集団の挑戦】【個の挑戦】【集団の挑戦】【個の挑戦】【集団の挑戦】【個の挑戦】【集団の挑戦】【個の挑戦】【集団の挑戦】【個の挑戦】【集団の挑戦】【個の挑戦】【集団の挑戦】

自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信自 信

挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦

経営の重点 研修の重点
■信頼される園・学校づくりの推進 ■教師の学びを支える研修の推進

■一人ひとりが大切にされる教育の推進一人ひとりが大切にされる教育の推進
知

徳

体

①確かな学力の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・言語力の育成をめざした指導の充実
・基礎的・基本的な学力の定着　・学び合う授業の創造
・家庭学習の定着　・主体的に粘り強く取り組む学習の推進
・学習する意義と学習方法の指導

②豊かな心の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・人権・同和教育を中心にすえた教育活動の充実　・道徳的実践力の育成　
・体験活動の充実　・規範意識と自己指導能力の育成　
・ていねいな言葉づかいの定着

③健やかな身体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・
・運動（遊び）の生活化　・保健・体育の授業の充実
・自らの健康を管理・改善する資質や能力の育成
・日常生活に生きる安全教育の充実

特
別
支
援
教
育

キ
ャ
リ
ア
教
育

○自ら学び 自ら考える力を身につけた子ども　○基礎的・基本的な学力を確実に身につけた子ども　
○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども　○粘り強く生き抜く精神力･体力を身につけた子どもめざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿めざす子どもの姿

『生きる力』・『共に生きる力』の育成『生きる力』・『共に生きる力』の育成『生きる力』・『共に生きる力』の育成

研修の重点

○自ら学び 自ら考える力を身につけた子ども○自ら学び 自ら考える力を身につけた子ども○自ら学び 自ら考える力を身につけた子ども ○基礎的・基本的な学力を確実に身につけた子ども　○基礎的・基本的な学力を確実に身につけた子ども　
○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども ○粘り強く生き抜く精神力･体力を身につけた子ども○粘り強く生き抜く精神力･体力を身につけた子ども○粘り強く生き抜く精神力･体力を身につけた子ども○粘り強く生き抜く精神力･体力を身につけた子ども
○自ら学び 自ら考える力を身につけた子ども　○基礎的・基本的な学力を確実に身につけた子ども　
○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども　○粘り強く生き抜く精神力･体力を身につけた子ども
○自ら学び 自ら考える力を身につけた子ども　○基礎的・基本的な学力を確実に身につけた子ども　
○豊かな心をそなえ 他者と協働できる子ども　○粘り強く生き抜く精神力･体力を身につけた子ども

指導の重点

～保護者・地域とともに～

教職員個人・
教職員集団の指導力発揮

関心関心関心関心関心関心関心 教職員個人・教職員個人・
教職員集団の指導力発揮教職員集団の指導力発揮教職員集団の指導力発揮
教職員個人・
教職員集団の指導力発揮
教職員個人・
教職員集団の指導力発揮

客観的に示される
指針に沿った
主体的な園・学校経営

客観的に示される客観的に示される客観的に示される客観的に示される
指針に沿った指針に沿った指針に沿った
主体的な園・学校経営主体的な園・学校経営

客観的に示される
指針に沿った
主体的な園・学校経営

客観的に示される
指針に沿った
主体的な園・学校経営

川越町の学校教育


