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教育政策をめぐる動き

（１）日本の子供たちの学力・学習状況
近年，グローバル化や知識基盤社会の到来，少子高齢化の進展など，社会が急速な変化を遂げてお
り，教育の重要性はますます高まっています。このような時代のなかで子供たちが一層充実した教育
を受けられるよう，国では様々な教育施策を実施しています。
子供たちの学力・学習状況を調査するため，
「全国学力・学習状況調査」を実施するとともに，
「生
徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）
」
，
「国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ）
」に参加しています。

１）「全国学力・学習状況調査」
「全国学力・学習状況調査」は，平成 19 年度から毎年４月に，全国の小学校６年生と中学校３年
生の児童生徒の学力状況などを把握するため実施しています。教科は国語と算数・数学で，それぞれ
主として「知識」に関する問題（Ａ問題）と主として知識・技能の「活用」に関する問題（Ｂ問題）
を出題しています。また，学力を問う教科の調査だけでなく，児童生徒の生活習慣や学習環境，学校
の指導方法等の調査も行い，学力との関連を分析しています。
平成 28 年度に実施した全国学力・学習状況調査結果の特徴としては，中学校数学の一部の問題に
ついて，改善の傾向が見られました。一方で，各教科を通じ，特にＢ問題での適切な根拠に基づく説
明などに課題が見られました。教科に関する調査結果について，一定の年度間の推移を分析できるよ
う平均正答数を標準化して比較すると，平均正答数が低い都道府県と全国平均との差が縮小する傾向
にあり，学力の底上げが図られています。
また，児童生徒と学校を対象とした質問紙調査において，主体的・対話的で深い学びの視点による
学習指導の改善に向けた取組状況について肯定的な回答を選択した方が，児童生徒・学校共に教科の
平均正答率が高い傾向にあることが分かりました。
■全国学力・学習状況調査における標準化得点の推移（出典：文部科学白書 2016）
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２）「生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）
」
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）では，義務教育修了段階の 15 歳児（日本は高等学校１年生）が，
自らの知識や技能を実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを評価するため，
「生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）
」を実施しています。調査は，平成 12 年（2000 年）から３年ご
とに読解力，数学的リテラシー，科学的リテラシーの３分野について行われており，平成 27 年（2015
年）からは，筆記型調査からコンピュータ使用型調査へ移行しました。
平成 27 年（2015 年）の調査の結果から，日本は，科学的リテラシー，読解力，数学的リテラシー
の各分野において，国際的に見ると平均得点が高い上位グループに位置していることが分かりました。
読解力は前回調査と比較すると，平均得点が有意に低下しており，コンピュータ使用型調査に対す
る生徒の戸惑いが見られました。文部科学省では，こうした結果を踏まえながら，学習指導要領の改
訂により国語教育の改善・充実を図り，学習基盤となる言語能力や情報活用能力を育成するとともに，
読解力の向上に関する調査研究の充実や学校ＩＣＴ＊1環境整備の加速化を推進することとしていま
す。
■ＰＩＳＡ平均得点及び順位の推移（出典：文部科学白書 2016）

*1 ＩＣＴ：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。情報の伝達・共有に焦点をあてた，人と人のコミュニケ
ーションのための情報伝達技術。
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３）「国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ）」
国際教育到達度評価学会（ＩＥＡ）では，小学校４年生，中学校２年生を対象とし，初等中等教育
段階における児童生徒の算数・数学と理科の教育到達度を測定し，学校のカリキュラムで学んだ基本
的な知識や技能がどの程度習得されているかを評価するため，「国際数学・理科教育動向調査（ＴＩ
ＭＳＳ）
」を４年ごとに実施しています。
平成 27 年（2015 年）の調査の結果から，日本は，教育到達度の平均得点については，小・中学校
の算数・数学，理科のすべてにおいて，国際的に見て上位に位置しており，前回調査(2011 年)と比較
して，平均得点が有意に上昇したことが明らかになりました。
■ＴＩＭＳＳ平均得点及び順位の推移（出典：文部科学白書 2016）

（２）第３期教育振興基本計画
国においては，第２期教育振興基本計画が平成 29 年度で終了することから，平成 28 年（2016 年）
４月に平成 30 年度から 34 年度を対象年度とする「第３期教育振興基本計画」の策定について，中央
教育審議会に諮問を行いました。
諮問の内容は，
「2030 年以降の社会の変化を見据えた，教育政策の在り方について」，
「各種教育施
策について，その効果の専門的・多角的な分析，検証に基づき，より効果的・効率的な教育施策の立
案につなげるための方策について」の２点となっています。
諮問内容に基づき，教育振興基本計画部会において審議が行われ，平成 29 年（2017 年）１月には，
教育をめぐる現状と課題を踏まえ，
○夢と自信を持ち，可能性に挑戦するために必要となる力を育成する
○社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する
○生涯学び，活躍できる環境を整える
○誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する
○教育政策推進のための基盤を整備する
の五つの今後の教育政策に関する基本的な方針を示した，「第３期教育振興基本計画の策定に向け
た基本的な考え方」が取りまとめられました。
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（３）新しい学習指導要領について
新しい学習指導要領では，
「教育基本法」，「学校教育法」などを踏まえ，子供たちが未来社会を切
り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指します。その際，子供たちに求められる資
質・能力とは何かを社会と共有し，連携する「社会に開かれた教育課程」を重視しています。
知・徳・体にわたる子供たちの「生きる力」を育むため，「何のために学ぶのか」という学習の意
義を共有しながら，授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけるよう，すべての教科
等を，
「知識及び技能」，
「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱で
再整理しています。
平成 29 年（2017 年）３月末に文部科学大臣から幼稚園，小学校，中学校の新しい学習指導要領等
が公示されました。今後は，周知・徹底，教科書の作成・検定・採択・供給等を経て，平成 32 年度
から小学校より順次，新学習指導要領を実施することとしています。
■学習指導要領改訂の方向性

（４）教育委員会制度
教育委員会制度に対しては，教育委員長と教育長の間で責任の所在が不明確であることなどの課題
が指摘されていたため，
教育再生実行会議の提言や中央教育審議会の答申を踏まえて，
平成 26 年（2014
年）６月，
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し，教育委員会制度を刷新，平成 27
年（2015 年）４月１日から施行されています。
新教育委員会制度では，教育行政の責任の明確化を図るため，教育委員会を代表する委員長と事務
局を指揮監督する教育長を一本化した新たな責任者（新教育長）を設置しました。また，教育委員に
よる新教育長へのチェック機能を強化したほか，地方公共団体の長が，教育，学術及び文化の振興に
関する総合的な施策の大綱を定めることとするとともに，地方公共団体の長と教育委員会によって構
成される総合教育会議を設けることとしました。このほか，いじめによる自殺の防止等，児童生徒等
の生命や身体への被害の拡大又は発生を防止する必要がある場合に，文部科学大臣が教育委員会に対
して指示ができることを明確にしました。
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（５）小中一貫教育について
小中一貫教育は，小・中学校が目指す子供像を共有して９年間を通じた教育課程を編成し，系統的
な教育を目指すものです。
「教育基本法」
，
「学校教育法」の改正による義務教育の目的・目標規定の新設，近年の教育内容の
量的・質的充実への対応，児童生徒の発達の早期化等に関わる現象，「中一ギャップ」への対応，学
校の社会性育成機能の強化の必要性などを背景として，全国各地において，地域の実情に応じた取組
が蓄積されてきました。
小中一貫教育の取組は，全国 211 市町村において 1,130 件の取組が実施され（文部科学省「小中一
貫教育等についての実態調査」平成 26 年（2014 年）５月１日時点）
，既に全国的に広がりつつありま
す。これら既存の取組の多くからは学力の向上，中一ギャップの緩和，教員の意識向上など，様々な
面において大きな成果が報告されている一方，小中一貫教育を推進する上で解消を図っていくべき課
題も認識されています。
これまで運用上行われてきた小中一貫教育の取組では，教育主体・教育活動・学校マネジメントの
一貫性の確保等に課題があり，小中一貫教育を効果的・継続的に実施していく上で一定の限界が存在
するため，文部科学省では制度改正を行い，平成 28 年（2016 年）４月１日から小中一貫教育として，
一人の校長の下，一つの教職員集団が９年間一貫した教育を行う「義務教育学校」，独立した小・中
学校が同一設置者の下で，義務教育学校に準じた形で一貫した教育を施すことができる「中学校併設
型小学校・小学校併設型中学校」が設置可能となりました。また，設置者が異なる小学校と中学校が
連携して教育課程を実施する学校を「連携型小学校・中学校」として制度化しました。

（６）教育再生実行会議
教育再生実行会議は，21 世紀の日本にふさわしい教育体制の構築に向けて教育改革を推進するため，
平成 25 年（2013 年）１月から内閣総理大臣が開催しているものです。同会議では，平成 28 年（2016
年）５月までに九次にわたる提言を行いました。これらの提言を受け，既にいじめ防止，教育委員会
改革，義務教育学校の制度化，教師の養成・採用・研修の一体改革等について法改正等がなされるな
ど，様々な施策が実施に移され，あるいは具体化に向けた検討が進められています。また，平成 27
年秋からは検討体制を一新，さらに平成 28 年（2016 年）10 月には，教育再生実行会議の体制を見直
した上で，検討を開始するとともに，これまでの九次にわたる提言の確実な実行に向けて，継続的に
フォローアップを行うこととしました。また，専門的な見地からの議論が必要となる特定の課題につ
いて調査及び検討を行うため，教育再生実行会議専門調査会を設置しました。
この体制の下，平成 29 年（2017 年）６月に，
「自己肯定感を高め，自らの手で未来を切り拓く子供
を育む教育の実現に向けた，学校，家庭，地域の教育力の向上（第十次提言）
」を取りまとめました。
この提言では，すべての子供たちが自己肯定感を高め，自信を持って自らの未来を，自らの手で切り
拓いていけるようにするために，学校，家庭，地域が抱えている課題等を踏まえつつ，それぞれがど
うあるべきかについて，社会総がかりで取り組むべき施策に関して提言しています。

（７）いじめ問題への対応
いじめ問題については，学校における取組の強化はもとより，スクールカウンセラーの配置や相談
体制の充実などにより対策が図られてきました。
しかし，依然としていじめによる不登校や自殺などがあとを絶たないことから，国では平成 25 年
（2013 年）９月に「いじめ防止対策推進法」が施行され，同年 10 月に「いじめ防止基本方針」が示
されました。
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基本方針では，
「いじめの防止等のために地方公共団体が実施すべき施策」として「地域基本方針」
の策定や「いじめ問題対策連絡協議会」の設置などが示されているほか，「いじめ防止等のために学
校が実施すべき施策」として「学校いじめ防止基本方針」の策定やいじめ防止のための組織づくりな
どが示されています。

（８）「次世代の学校・地域」創生プラン
教育においては，地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域の教育力の低下や，家庭教
育の充実の必要性が指摘されているほか，学校が抱える課題も複雑化・困難化を極めていることから，
学校と地域住民や保護者等が力を合わせ，社会総がかりで子供たちの学びや育ちを支援する体制の実
現が急務となっています。
このため，平成 27 年（2015 年）４月，中央教育審議会に諮問を行い，同年 12 月，
「新しい時代の
教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」が答申
されました。
文部科学省は，この答申内容を強力に具体化するため，平成 28 年（2016 年）１月「次世代の学校・
地域」創生プランを策定しました。
プランの目指す方向として，一億総活躍社会の実現と地方創生の推進には，教職員定数の戦略的充
実とともに，教員，事務職員，専門スタッフが適切に役割分担を行い，校長のリーダーシップの下，
学校を運営すること，学校と地域が相互に関わり合い，学校を核として地域社会が活性化されていく
ことが必要不可欠であるとの考えの下，学校と地域が一体となった体系的な取組を進めていくことと
しました。
■「次世代の学校・地域」創生プラン
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（９）放課後子ども総合プラン
現在，共働きしながら子育てをする家庭が増加しており，保育所を利用していた共働き家庭等は，
子供の小学校就学後も放課後等の居場所を確保しなければなりません。そのため，児童が放課後等を
安全・安心に過ごすことができる居場所についての整備を進めていく必要があります。
また，次代を担う人材の育成の観点からは，すべての児童が放課後等に多様な体験・活動を行うこ
とができることが重要です。
このような観点から，放課後児童クラブの受皿を拡大するとともに，一体型を中心とした放課後児
童クラブ及び放課後子ども教室＊1の計画的な整備を目指すとの方針の下，平成 26 年（2014 年）７月，
厚生労働省と文部科学省が共同して「放課後子ども総合プラン」を策定しました。
放課後子ども総合プランでは，一体型を中心とした放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
及び地域住民等の参画を得て，放課後等にすべての児童を対象として学習や体験・交流活動を行う事
業（放課後子ども教室）の計画的な整備を進めていきます。

（10）幼児教育の重要性を踏まえた取組
小学校就学前教育段階は，生涯にわたる人格形成及び義務教育の基礎を培う意義を有しており，非
常に重要な時期です。
また，社会構造の変化にともない，共働き家庭が増加し保育所や学童保育の待機児童が増加してい
るなか，親の就労の有無にかかわらず，すべての子供が等しく質の高い教育を受けることが求められ
ています。
このような状況に対応するため，我が国において幼児期の教育・保育の在り方を見直した子ども・
子育て支援新制度が平成 27 年度から始まり，幼児教育を提供する教育機関として，幼稚園，認定こ
ども園（幼稚園と保育所の機能を併せ持った施設）において質の高い教育を提供していくことが求め
られています。
さらに，
「すべての子どもに質の高い幼児教育を保障する」ことを目指し，平成 26 年度から「幼児
教育無償化」に向けた取組の段階的推進が図られています。
（平成 29 年度は市町民税非課税世帯の第
２子，市町村民税所得割課税額 77,100 円以下世帯（第Ⅲ階層）の保護者負担の軽減）
■認定こども園の考え方

＊1 放課後子ども教室：すべての子供を対象に，地域の方々の参画を得て，学習や様々な体験・交流活動，スポーツ・文化活動等の機
会を提供する取組。
（出典：文部科学省）
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２

生涯学習社会，文化芸術政策をめぐる動き

（１）生涯を通じた学習の支援
近年，人々の学習需要が高まり，学習したい内容が多様化・高度化するのにともない，生涯学習社
会実現への期待が高まっています。文部科学省では，国民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる
環境の整備，多様な学習機会の提供，学習した成果が適切に評価されるための仕組みづくりなど，生
涯学習社会の実現のための取組を進めています。
また，テレビ・ラジオの放送やインターネット等を利用した放送大学の充実や，大学における公開
講座の開講，学び直しのため大学・大学院の社会人入試，実践的・専門的なプログラム等の充実など
多様な学習機会の提供の取組が行われています。

（２）社会教育の振興
国は，「第２期教育振興基本計画」において，社会教育推進体制強化の基本的考え方として，地域
における学習を活力あるコミュニティ形成・絆づくりに積極的に貢献できるものとすることや，社会
教育行政が地域の多様な主体と，より積極的に連携・協働して取組を進めていく「社会教育行政の再
構築」を実施するための環境整備を図ることと明記しています。
地域における社会教育を推進していくためには，社会教育主事＊1や司書，学芸員などの専門的職員
が，地域の課題に対応し地域住民の学習活動への支援をしていくことが大切です。
公民館は，地域住民の身近な学習拠点であり，地域コミュニティの形成の場としての役割がありま
す。また，図書館は，図書や地域の情報を収集・整理し，提供する社会教育施設です。
これら社会教育施設においては，地域の課題や，施設利用者である地域住民の意向を把握した施設
運営を行うことが重要です。

（３）社会全体で子供を育む環境づくり
文部科学省では，
「第２期教育振興基本計画」を踏まえて，社会全体で子供を支え，地域住民等の
参画により実施する「学校支援地域本部＊2」や「放課後子ども教室」など地域の実情に応じた学校・
家庭・地域の連携協力のための様々な取組を支援しています。
このような取組を推進するには，地域住民の参加や支援が不可欠であるとともに，子供たちにとっ
ては地域との交流の機会であり，地域住民にとってはこれまで学びや経験の成果を活用する生涯学習
活動の機会でもあります。
文部科学省は平成 25 年（2013 年）
，設置者の判断により土曜授業を行うことを可能とした学校教育
法施行規則の改正を行い，学校・家庭・地域が連携・協力した土曜日の教育活動を推進しています。

＊1 社会教育主事：都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対する専門的技術的な助
言・指導にあたる役割を担う者。
＊2 学校支援地域本部：学校を支援するため，学校が必要とする活動について地域住民等のボランティアが協力する取組。
（参考：文部
科学省「小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業部会（第 12 回）配付資料」（中央審議会 初等中等教育分科会資料）より）
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（４）家庭教育支援の推進
現在，家庭を取り巻く環境や地域社会の変化，人間関係の希薄化から多くの家庭が子育ての悩みや
不安を抱え，子供の社会性や自立心などの育ちをめぐる課題等が生じています。このため，地域社会
で子育てを支えることの重要性が認識されています。
文部科学省では，身近な地域で保護者が家庭教育に関する学習や相談ができる体制の整備や基本的
な生活習慣づくりを推進しています。
■子育てする人にとっての地域の支えの重要性（出典：文部科学白書 2015）

（５）青少年の健やかな成長
平成 25 年（2013 年）に中央教育審議会から答申された「今後の青少年の体験活動の推進について」
においては，都市化，少子化，電子メディアの普及などにより，これまで身近にあった遊びや体験の
場，
「本物」を見る機会などが少なくなっていることを受け，学校・家庭・地域が連携して社会総ぐ
るみで，人づくりの「原点」である体験活動の機会を意図的・計画的に創出していくことの必要性が
提言されています。
文部科学省では，児童生徒の豊かな人間性や社会性を育むために，体験活動の重要性等についての
普及啓発を行うとともに，学校による宿泊体験活動の取組を支援しています。また，青少年の国際的
視野の醸成を図るための体験活動を通じた国際交流を推進しています。
近年では，スマートフォンの普及によりインターネット接続が容易になり，青少年の生活リズムの
乱れや有害サイトを通じた犯罪等が深刻な問題となっていることから，
「青少年が安全に安心してイ
ンターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」などに基づき，地域・民間団体・関係府省庁
等が連携して，保護者及び青少年に対する啓発や教育活動を推進し，有害情報から守ることに取り組
んでいます。
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（６）文化芸術振興の意義
我が国は，世界に誇るべき有形・無形の文化財を有し，地域に根付いた祭りや踊りなどの伝統文化
があります。また多様な文化芸術活動が行われると同時に，日常においても稽古事や趣味などを通し
て様々な文化芸術体験が盛んに行われてきました。
他方で，過疎化や少子高齢化等の影響により，地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手不足が
指摘されています。文化芸術が生み出す社会への波及効果を，こうした課題の改善や解決につなげる
ことが求められています。平成 32 年（2020 年）の東京オリンピック・パラリンピック競技大会は，
我が国の文化財や伝統を世界へ発信するとともに，文化芸術が生み出す社会への波及効果を新たな社
会モデルの構築につなげるまたとない機会です。
国においては，平成 13 年（2001 年）
「文化芸術振興基本法」を制定，この法律に基づき「文化芸術
の振興に関する基本的な方針」を策定し，平成 27 年（2015 年）に第４次の基本方針が閣議決定され
たところです。

「文化芸術の振興に関する基本的な方針」－文化芸術資源で未来をつくる－（第４次基本方針）
●対象期間 平成 27 年度～平成 32 年度（2020 年までのおおむね６年間）
●第３次（平成 23 年２月）以後の諸情勢の変化を踏まえた文化政策の方針を明示
●国が目指す「文化芸術立国」の姿を明示
・あらゆる人々が全国様々な場で創作活動への参加，鑑賞体験ができる機会の提供
・2020 年東京大会を契機とする文化プログラムの全国展開
・被災地からは復興の姿を，地域の文化芸術の魅力と一体となり国内外へ発信
・文化芸術関係の新たな雇用や産業が現在よりも大幅に創出

●「文化芸術立国」の実現のための成果目標と成果指標を提示

（７）文化財の保存と活用
文化財は，国の歴史や文化の理解のため欠くことのできない貴重な国民的財産であるとともに，将
来の地域づくりの核になるものとして，確実に次世代に継承していくことが求められます。
地域において長く守り伝えられてきた有形，無形の文化財は，地域の誇りであり，また観光振興に
欠かせない貴重な資源でもあるため，文化財を活用し地域活性化につなげていくことが重要です。そ
のためには，文化財の保存・管理・修理に努める必要があります。また，人間の「わざ」そのもので
ある音楽や工芸技術などの無形文化財の伝承や文化的な景観の適切な保存や活用を図る必要があり
ます。
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３

スポーツ政策をめぐる動き

（１）スポーツ庁の設置
国においては，平成 32 年（2020 年）の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や平成 31 年の
ラグビーワールドカップ 2019 を前に，スポーツ振興の機運が高まってきています。また，スポーツ
を通じた健康増進など，スポーツを社会の発展のためにより一層活用することが求められています。
このようななかで，平成 27 年（2015 年）に文部科学省の外局として，スポーツ施策を総合的に推
進するスポーツ庁が発足しました。
スポーツ庁は，「スポーツ基本法」の趣旨を踏まえ，スポーツを通じて「国民が生涯にわたり心身
ともに健康で文化的な生活を営む」ことができる社会の実現を目指すとともに，政府のスポーツ施策
の中核を担うことが期待されています。
国際競技力の向上や学校体育の振興などに加え，スポーツを通じた健康増進や地域・経済活性化，
国際交流・協力といった新たな分野の施策に積極的に取り組むこととしています。

（２）スポーツを通じた健康増進と取組
「スポーツ基本法」の前文には，「スポーツは，心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすも
のであり，健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠」であると規定されており，運動・スポーツ
に取り組む効果として，健康増進，健康寿命の延伸が注目されるようになってきています。
そのため，スポーツを通じた健康増進を重点的に推進することにより，健康寿命が平均寿命に限り
なく近づくような社会の構築を目指すことが重要となっています。
スポーツ庁では，地方公共団体が行う「健康ポイント制度＊1（インセンティブを活用したスポーツ
への働きかけ）」等の取組を支援することにより，運動・スポーツによる健康増進を推進し，スポー
ツに無関心な層も含めた国民全体のスポーツへの参画を促すことに取り組んでいます。
また，新たな取組として，スポーツ医・科学等の知見を活用した心身の健康の保持増進を図るため
の運動・スポーツに関するガイドラインの策定及びスポーツ・レクリエーションを活用した効果的な
プログラム等の検討を行っています。

（３）子供の体力・運動能力の現状
文部科学省では，昭和 39 年（1964 年）以来「体力・運動能力調査」を実施していますが，国民の
体位の変化やスポーツ医・科学の進歩，高齢化の進展等の現状を踏まえ，平成 10 年度より「新体力
テスト＊2」が導入されました。導入後の合計点の推移を見ると，どの年代も緩やかに向上しています。

＊1 健康ポイント制度：健康づくりのプログラムや健診などに対しインセンティブ（目標達成のための報酬）を設け，市民がプログラ
ムなどに参加したり継続的に続けることで，商品券や店で利用可能なポイントに交換できる「健康（幸）ポイント」が付与される制度。
＊2 新体力テスト：国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに，結果を体育・スポーツ活動の指導と行政上の基礎資料とし
て活用することを目的に，毎年実施している調査。
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■新体力テスト合計点の年齢別・性別年次推移（出典：文部科学白書 2016）

（４）スポーツ参画人口の現状
成人のスポーツへの参画状況について，国では「スポーツ基本計画」で，成人の週１回以上のスポ
ーツ実施率が３人に２人（65％程度）
，また，週３回以上のスポーツ実施率が３人に１人（30％程度）
となることを政策目標としています。
平成 28 年度と平成 27 年度の調査を比較すると，成人の週１回以上のスポーツ実施率は 42.5％と
2.1 ポイント増加し，週３回以上のスポーツ実施者は 19.6％から 19.7％とほぼ横ばいです。１年間に
「運動・スポーツはしなかった」と回答した人は 27.2％と 4.6 ポイント増加しています。
成人のスポーツへの参画は，前年度と比べるとやや高くなっていますが，引き続き，日常的にスポ
ーツができる環境の整備とスポーツ参画への啓発が必要となっています。
■成人の週１回以上運動・スポーツを行う者の割合（出典：文部科学白書 2016）
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障がい者のスポーツへの参画状況について，障がい者（成人）の週１回以上のスポーツ実施率は
19.2％（成人一般の実施率 42.5％）に留まっています。また，過去１年間に全く運動・スポーツを行
っていない人の割合は 60.2％（成人一般は 32.9％）と高くなっており，障がい者が身近にスポーツ
を行える環境の整備や，障がい者スポーツの一層の普及促進に取り組む必要があります。
■「障害者（成人）
」が過去１年間に運動・スポーツを行った日数（出典：文部科学白書 2016）

（５）障がい者スポーツの振興
障がい者スポーツについては，「スポーツ基本法」において，障がいのある人の自主的かつ積極的
なスポーツを推進するとの基本理念が掲げられています。また，「スポーツ基本計画」において，障
がい等を問わず，人々が広くスポーツに参画できる環境を整備することが基本的な政策課題とされて
います。
今後の地域における障がい者スポーツの普及促進の方向性を検討する「地域における障害者スポー
ツ普及促進に関する有識者会議」での提言を踏まえ，平成 28 年度からは，障がい児・者にとって身
近な施設である特別支援学校等を有効活用し，効率的・効果的に日常的なスポーツ活動を促進するこ
ととなりました。
さらに，平成 32 年（2020 年）には，全国の特別支援学校で，すべての人が楽しめるスポーツ・文
化・教育の全国的な祭典を開催する「Special プロジェクト 2020」を推進することとしています。平
成 28 年度に行われたボッチャ*1のプレイベントをはじめとして，平成 29 年度からは，具体的な先進
事例を蓄積するためのモデル事業等を実施することとしています。
更なる振興を図るため，普及・啓発に引き続き取り組み，特別支援学校等を拠点とした障がい児・
者の地域スポーツクラブ活動の実施や，特別支援学校等における体育・運動部活動等の実施に係る取
組の支援，また，団体の活動支援や障がい者スポーツ指導者の養成・活用等を進めています。

＊1 ボッチャ：重度の障がいがある選手のために開発された競技で，障がいの有無や年齢問わず楽しめるスポーツ。
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（６）総合型地域スポーツクラブ
総合型地域スポーツクラブ＊1は，生涯スポーツ社会の実現に寄与するほか，地域の子供のスポーツ
活動の場の提供，家族間のふれあい，世代間交流による青少年の健全育成，地域住民の健康維持・増
進など，多様な効果も期待されています。
■総合型地域スポーツクラブの設置状況
平成 28 年度では，全国クラブ数は 3,586 ク

（出典：文部科学白書 2016）

ラブ，クラブ育成率（全市区町村数に対し，ク
ラブが設置されている市区町村数の割合）は，
80.8％となっています。
総合型地域スポーツクラブの基本的方向性
や今後取り組むべき具体的方策を検討する「総
合型地域スポーツクラブの在り方に関する検
討会議」
（平成 28 年度）での提言や，「第２期
スポーツ基本計画」の内容を踏まえ，平成 29
年度からは，関係団体と連携した自立的運営を
促進・支援する中間支援組織の整備や，行政等
と協働した公益的な取組の促進を図るための
登録・認証等の制度の整備などの施策を推進し，
持続的な発展を図っていくこととしています。

（７）スポーツを通じた地域活性化の取組
平成 32 年（2020 年）の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の誘致決定等を契機に，スポ
ーツの魅力を活用した地域・経済活性化への期待が高まっています。
スポーツは人々の心に「感動」
，
「充実感」等をもたらし，このような「人の心を動かす」ことはス
ポーツの持つ大きな魅力の一つであり，この魅力を「地域の活性化」につなげようとする動きが各地
で始まっています。
スポーツを目的とした旅行（スポーツツーリズム＊2）や，多数の参加者が見込めるスポーツイベン
トの開催，多数の観衆が見込める大規模な大会の誘致，スポーツ合宿やキャンプ等の誘致など，各地
でスポーツを資源として活用し，地域の活性化を図る様々な取組が行われています。
平成 29 年（2017 年）１月段階で全国に 56 の地域スポーツコミッション（スポーツによるまちづく
り・地域活性化を推進する組織）が立ち上がっており（スポーツ庁調査）
，
「第２期スポーツ基本計画」
において，地域スポーツコミッションの設置数を平成 33 年度までに 170 とすることを目標として掲
げていることから，今後も設立の拡大や活動の充実を図っていくこととしています。

＊1 総合型地域スポーツクラブ：地域の人々に年齢，興味・関心，技術・技能レベル等に応じた様々なスポーツ機会を提供する，多種
目，多世代，多志向のスポーツクラブ。市内には小美玉スポーツクラブが設立。
（平成 29 年度現在）
＊2 スポーツツーリズム：スポーツを「する」
「観る」「支える」ための旅行や，これらと周辺地観光を組み合わせた形の旅行のこと。
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４

小美玉市の概況及び学校教育等の現状

（１）小美玉市の概況
１）人口
本市の人口は昭和 55 年（1980 年）以降増加していましたが，平成 12 年（2000 年）の 53,406 人を
ピークに減少傾向となっており，平成 27 年（2015 年）は 50,911 人となっています。
■小美玉市の人口の推移

（出典：国勢調査(総務省統計局)）

２）年齢区分別人口比率
年齢区分別の人口比率では，年少人口（０～14 歳）の比率は，平成２年（1990 年）に大きく減少
して以降，減少傾向が続いており，平成 27 年（2015 年）では 12.8％と昭和 55 年（1980 年）の約半
分となっています。老年人口（65 歳以上）の比率は継続的に増加しており，特に平成７年（1995 年）
以降の増加が大きくなっています。
■年齢３区分別の人口比率の推移

※年齢不詳は除く。小数点第２位で四捨五入しているため，合計は 100％にならないものがある。

（出典：国勢調査(総務省統計局)）
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（２）小美玉市の学校教育等の現状
１）幼児教育の状況
・市内に幼稚園は８園あり，公立幼稚園は６園となっています。私立幼稚園２園は，平成 27 年
度からは認定こども園＊1に移行しています。
・園児数の推移を見ると，平成 25 年度から減少傾向で推移し，平成 27 年度はやや増加します
が，平成 28 年度に再び減少し，平成 29 年度５月１日現在で 499 人となっています。
・年齢別園児数の推移を見ると，４歳児が平成 28 年度に大きく減少しています。
■施設数の推移（各年度５月１日現在）
平成 25 年度 平成 26 年度
幼稚園
８園
８園
内 認定こども園
０園
１園

平成 27 年度
８園
２園

平成 28 年度 平成 29 年度
８園
８園
２園
２園
（資料：学校教育課）

■年齢別園児数の推移（各年度５月１日現在）
平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

３歳児

134 人

125 人

120 人

117 人

109 人

４歳児

205 人

235 人

234 人

184 人

196 人

５歳児

240 人

203 人

239 人

237 人

194 人

総園児数

579 人

563 人

593 人

538 人

499 人

（資料：学校教育課）
■施設別園児数の推移（各年度５月１日現在）
総数：（人）

（人）
300

700

593

579

250

600

563
538
499

200

500

167

159

159

155

139

150
125
115
100

96

94

124

114
96

96

101

97

92

400

117
88

86

300

72
50

38
23

34

33 33

26 28

15

21

16

31

28 25
14

200
24 22

10

22 20
17

0

100

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

元気っ子幼稚園

竹原幼稚園

羽鳥幼稚園

堅倉幼稚園

玉里幼稚園

美野里幼稚園

ルンビニー幼稚園

総園児数

平成29年度
納場幼稚園

（資料：学校教育課）

＊1 認定こども園：教育･保育を一体的に行う施設のことで，幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設。必要機能を備え，認
定基準を満たす施設は，都道府県等から認定を受けることができる。
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２）小学校の状況
・本市には小学校が 12 校あります。小学校全児童数は，平成 25 年度から減少傾向が続いてお
り，平成 29 年度５月１日現在で 2,669 人となっています。
・学校別児童数の推移を見ると，どの学校も横ばいからやや減少傾向で推移していますが，羽鳥
小学校は毎年増加しています。

■施設数の推移（各年度５月１日現在）

平成 25 年度
12

小学校数

（単位：校）

平成 26 年度
12

平成 27 年度
12

平成 28 年度 平成 29 年度
12
12
（資料：学校教育課）
（単位：人）
平成 28 年度 平成 29 年度
435
441
433
427
440
426
498
437
452
490
464
448

■学年別児童数の推移（各年度５月１日現在）

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度
502
458
434
471
499
444
477
467
492
486
474
458
469
490
471
520
466
488

１年生
２年生
３年生
４年生
５年生
６年生
全児童数

2,925

2,854

2,787

2,722
2,669
（資料：学校教育課）

■学校別児童数の推移（各年度５月１日現在）
総数：（人）

（人）
1,000

4,000

900

3,600

800

3,200

2,925

2,854

2,787

700

2,722

2,669

528

530

2,800

600

2,400
523

516
472

500

400

2,000

379

371
292

300
227
200
100

363
322

353

319

197
165
88

368

338

277
221

207
141
67

183
140
81

274

219

200
134

64

263
202

167
132

62

290

1,200

244

206

196

159
127
79

1,600

345

333

294

200

118

79

365

335

305

198

154
127

119

76

57

0

800
115
51

400
0

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

小川小学校

野田小学校

上吉影小学校

下吉影小学校

橘小学校

竹原小学校

堅倉小学校

納場小学校

玉里小学校

玉里北小学校

玉里東小学校

総数

羽鳥小学校

（資料：学校教育課）
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３）中学校の状況
・本市には中学校が４校あります。中学校全生徒数は，平成 26 年度をピークにその後は減少傾
向で推移し，平成 29 年度５月１日現在で 1,389 人となっています。
・学校別生徒数の推移を見ると，玉里中学校は平成 25 年度から減少傾向で推移しています。他
の３校は平成 26 年度をピークにその後は減少傾向で推移しています。
■施設数の推移（各年度５月１日現在）
平成 25 年度
中学校数

（単位：校）

平成 26 年度

４

平成 27 年度

４

平成 28 年度

４

平成 29 年度

４

４
（資料：学校教育課）

■学年別生徒数の推移（各年度５月１日現在）
平成 25 年度

（単位：人）

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

１年生

523

520

456

489

450

２年生

486

525

517

453

486

３年生

494

489

523

515

453

1,503

1,534

1,496

1,457

1,389

全生徒数

（資料：学校教育課）
■学校別生徒数の推移（各年度５月１日現在）
総数：（人）

（人）
1,500

1,800
1,534

1,503

1,496

1,457

1,200

1,500

1,389

900

1,200
734

728

721

711

688

600

900

298
300

313
241

236

264

308

306

223

229

240

223

215

276
198

227

0

600

300
平成25年度
小川南中学校

平成26年度

平成27年度

小川北中学校

美野里中学校

平成28年度

平成29年度
玉里中学校

総数

（資料：学校教育課）
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４）小・中学校の統合について
・全国的な少子化の傾向と同様に，本市においても児童生徒の減少が進んでいます。平成 20 年
４月に茨城県教育委員会から公立小中学校の適正規模について指針が出され，本市でも小中学
校の適正規模・適正配置について，小美玉市学校規模学校配置適正化検討委員会で検討を重ね，
平成 27 年２月「小美玉市立小中学校規模配置適正化実施計画」を策定しました。
・実施計画に基づき，平成 27 年度には，小川小・橘小の統合準備委員会と玉里地区小中一貫教
育学校建設準備委員会，平成 29 年度には，野田小・上吉影小・下吉影小の統合準備委員会を
設置し，開校へ向けた検討準備を行っています。
５）小中一貫教育の基本方針について
・本市では，各学校や地域の特色を生かし，知・徳・体のバランスの取れた児童生徒の育成を目
指してきましたが，教育を取り巻く様々な課題の解決に向けて，更なる教育活動の充実が求め
られています。
・市内全小中学校で小中一貫教育を推進することを基本的な考え方とし，各中学校区の実態に応
じて段階的に移行していきます。
・「小美玉市立小中学校規模配置適正化実施計画」の進捗により，小川南中学校区では隣接型の
小中一貫教育，玉里中学校区及び小川北中学校区では施設一体型の小中一貫校での教育が可能
となります。

小川北中学校区
【一体型の小中一貫教育】
野田小学校，上吉影小学校，
下吉影小学校を統合，小川
北中学校との義務教育学校
とする。

美野里中学校区
【連携型の小中一貫教育】
竹原小学校・羽鳥小学校・
堅倉小学校・納場小学校の
各小学校と美野里中学校。

玉里中学校区
【一体型の小中一貫教育】
玉里小学校，玉里北小学校，玉里東小

小川南中学校区

学校を統合，玉里中学校との義務教育

【隣接型の小中一貫教育】

学校とする。

小川小学校と橘小学校の統合小学校
（小川南小学校）と小川南中学校。
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６）コミュニティ・スクール（学校運営協議会）設置の状況
・本市の野田小学校がある地域は，従来より地域で子供を育てる意識が強く，防犯ボランティア
や学区コミュニティを立ち上げ，子供を中心に地域のコミュニティ活動を行ってきました。
・平成 21 年度～22 年度に，コミュニティ・スクール推進に関わる調査研究校に指定され，研究
を進め，平成 23 年７月に茨城県内で初めてコミュニティ・スクールを立ち上げ現在まで継続
し実践されています。
・平成 29 年度からは小川北中学校でコミュニティ・スクールが設置となっています。
７）幼小連携について
・本市の幼稚園は，小学校と同じ敷地内や近隣に設置されており，小学校校長と幼稚園園長の兼
任が４校あるなど，幼稚園と小学校が連携した行事や交流が盛んに行われています。
・幼稚園児が入学前から小学校と交流することで，幼稚園から小学校へのスムーズな接続につな
がっています。
８）特別支援教育・教育相談等の状況
・市立小・中学校すべてに特別支援学級を設置し，児童生徒の障がいに応じた指導を行っていま
す。
・市内の保育園や幼稚園に臨床心理士等の専門的知識を有するスクールソーシャルワーカーが訪
問し，特別な教育的支援を必要とする幼児への適切な支援と保護者や教員からの相談に応じる
巡回支援員派遣を実施しています。
・小・中学校にスクールソーシャルワーカーを派遣し，不登校やいじめ，発達障害等，児童生徒
に関わる様々な課題の解決を図っています。
・「特別支援教育理解啓発リーフレット」を小学校１年生の保護者に配布し，特別支援教育につ
いての理解啓発を図っています。
９）放課後子どもプランの状況
・小学生児童が，心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進するため，放課後等における子供
たちの安全・安心な活動拠点を設置しています。
・各小学校に指導員を配置し，地域住民の参画を得ながら，全学年の小学生児童を対象とした「放
課後児童クラブ事業」と地域の大人や異年齢の子供の交流，スポーツや文化活動等の体験の場
である「放課後子ども教室事業」の連携を図り，「放課後子どもプラン」として一体的に実施
しています。
・平成 29 年５月１日現在，放課後子どもプランの全小学校の登録児童数は，１～４年生の平常
利用が 368 人，すべての利用区分が 439 人，５～６年生では，平常利用が 89 人，すべての利
用区分が 140 人となっています。
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５

「小美玉市教育振興基本計画」に係るアンケート調査結果まとめ

（１）調査の目的
「小美玉市教育振興基本計画」を策定するにあたり,市小・中学校に通う児童生徒の保護者及び市
小・中学校に勤務する教職員から，本市の教育に関する調査を行い，計画策定の基礎資料とすること
を目的としアンケートを実施しました。

（２）調査の実施概要
１）調査対象者
・市小・中学校に通う児童生徒の保護者 1,351 人。
（小学２年生：434 人，小学５年生：464 人，中
学２年生：453 人）
・市小・中学校に勤務する教職員 308 人。（小学校：205 人，中学校：103 人）
２）調査方法
・各学校で調査票を配布。
・調査後，無記名で封筒に封入封緘の上，各学校で回収。
３）調査期間
・平成 28 年９月５日(月)～平成 28 年９月 21 日(水)
４）配布・回収状況
対象者

配布数

回収数
（有効回答数）

回収率
（有効回答率）

1,351

1,108
(1,105)

82.0％
(81.8％)

308

288
(288)

93.5％
(93.5％)

市小・中学校に通う児童生徒の保護者 1,351 人
内訳・小学２年生：434 人
・小学５年生：464 人
・中学２年生：453 人
市小・中学校に勤務する教職員 308 人
内訳・小学校：205 人
・中学校：103 人

５）調査結果について
・アンケートでは，保護者，教職員に共通した設問として，小美玉市の学校教育に関する 25 項目
についての満足度と重要性を調査しました。その結果のＣＳ分析を次ページ以降に掲載しました。
CS 分析とは
満足度，重要性の回答を点数化，満足度を横軸，重要性を縦軸として，点数化した各設問を分布
することで，改善する項目と優先順位を明らかにします。
今回の調査結果では，多くの調査項目が評価の高いエリアに分布していたため，25 項目の満足
度・重要性の平均値からグラフを作成し，改善項目の優先順位を示しています。
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（３）「小美玉市教育振興基本計画」に係るアンケート調査（保護者）
小美玉市の学校教育全体における満足度・重要性について

■子供のいのちに関わる対策や教育が強く求められています
上記グラフ
の範囲
・全項目の平均値が満足度で 3.35，重要性で 4.30 となってお
り，満足度の評価が 3.00 を上回っています。
・満足度で見ると，⑩緊急時の保護者との連絡体制（満足度
3.86）
，⑨避難訓練や防災教育，学校の防災体制（満足度 3.72）
，
㉕学校行事（満足度 3.70）が高く，③国際教育や外国語によ
るコミュニケーション能力の育成（満足度 2.97）が低くなっています。
・特に改善が必要な項目（重要性が高いにもかかわらず満足度が低い項目）としては，②物事を多
様な観点から論理立てて考える学習，③国際教育や外国語によるコミュニケーション能力の育成，
⑬豊かな心を育てる教育，⑭命を大切にする心を育む教育，⑲学校施設の安全性，⑳いじめ・暴
力行為等の問題への取組・未然防止，㉑児童生徒が教育相談等を受けることができる体制，㉒通
学路の安全確保対策・交通安全教育，㉓特別支援教育が指摘されています。
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（４）「小美玉市教育振興基本計画」に係るアンケート調査（教職員）
小美玉市の学校教育全体における満足度・重要性について

■学習や心身の育成の充実化が求められています
上記グラフ
・全項目の平均値が満足度で 3.34，重要性で 4.47 となっており，
の範囲
満足度の評価が 3.00 を上回っています。
・満足度で見ると，㉕学校行事（満足度 3.80）
，⑩緊急時の保護者
との連絡体制（満足度 3.70）
，⑨避難訓練や防災教育，学校の防
災体制（満足度 3.69）が高く，④伝統・文化に関する教育（満
足度 2.97）
，②物事を多様な観点から論理立てて考える学習（満
足度 2.96）が低くなっています。
・⑳いじめ・暴力行為等の問題への取組・未然防止については，満足度（3.64），重要性（4.86）
ともに高くなっています。
・特に改善が必要な項目（重要性が高いにもかかわらず満足度が低い項目）としては，①基礎的な
学力を確実に身につける学習，②物事を多様な観点から論理立てて考える学習，⑬豊かな心を育
てる教育，⑲学校施設の安全性が指摘されています。なお，⑬と⑲に関しては，保護者とほぼ同
様の傾向を示しています。
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（５）「小美玉市教育振興基本計画」に係るアンケート調査（保護者・教職員の比較）
小美玉市の学校教育全体における満足度・重要性について

■いじめや相談体制，安全対策については保護者と教職員の満足度の差が大きくなっています
・①基礎的な学力を確実に身につける学習と②物事を多様な観点から論理立てて考える学習につい
ては，保護者と比べ教職員は満足度が低く重要性は高い項目となっています。逆に⑭命を大切に
する心を育む教育については，教職員の重要性は高いが，保護者の方が満足度の低い項目となっ
ています。
・⑳いじめ・暴力行為等の問題への取組・未然防止，㉑児童生徒が教育相談等を受けることができ
る体制㉒通学路の安全確保対策・交通安全教育についての満足度は開きが大きく，教職員は高く
保護者は低い項目となっています。
■家庭教育，就学前教育については保護者と教職員の重要性の差が大きくなっています
・⑪家庭教育向上の支援，⑫就学前教育の充実についての重要性は開きが大きく，教職員の重要性
は高く保護者は低い項目となっています。
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