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岸和田市教育大綱

平成28 ４
岸和田市・岸和田市教育委員会

平成27 4月1 、地方教育

● 教育大綱策定の背景

改正され、第1条の4に市

の組織及び卞営に関する法

と教育委員会が協議・調整を

が

う「総

合教育会議」の設置や「教育大綱の策定」などが規定されました。
岸和田市では、平成27 5月に、第１回岸和田市総合教育会議
を

して匆

平成28

● 教育大綱の位置付け

、会議において市

と教育委員会が議厱を重

、

月に『岸和田市教育大綱』を策定しました。

岸和田市では、平成23 34

を計画期間とする市の総合的な

計画「岸和田市まちづくりビジョン」を策定し、「元気あふれる
躍動都市

岸和田」の実現を目指しています。その実現に向けた

計画（勛

計画）では、『みんなが住んでみたい、住み続けたい

と思えるまち』を平成27 30

の4 間の目指す成果としてい

ます。
教育大綱は、岸和田市まちづくりビジョンや国が定める第２期
教育振興基本計画と整合を図りつつ、教育・学術及び文化の振興
に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本的な方針
を定め、岸和田市と岸和田市教育委員会が実施する継続的な取組
みの柱とします。
岸和田市
まちづくりビジョン

岸和田市
教育大綱

将来構想

《教育委員会》
岸和田市
教育実施計画

勛

計画

第２ 期教育振興
基本計画（国）

経営計画

● 教育大綱の対象期間

「岸和田市教育大綱（第１期）」が対象とする期間は、平成28
30

H25

までの3 間とします。

H26

H27

H28

H29

H30

第2期教育振興基本計画（国）
岸和田市教育大綱(第1期)
★

★：教育大綱を実現するため、教育委員会では、

★

★

、 体的な取
組み定めた「岸和田市教育実施計画」を策定します。

● 教 育 の現状と課題
現代社会は、科学技術の進歩やグローバル化、少子高齢化の進展等、急速に大きく変化
しています。匝
係わりが

や地域においては、

まっており、匝

の向

化の進

と地域社会の教育

学校教育においては、体験を
ン印

匝

を図る「生きる

して学習勪
」を育

により地域社会と匝

の向

や子どもとの

が大きな課題となっています。

を高め、半

の活用

や

ー

ョ

とが求められると共に、情報教育や環境教育、

キャリア教育、食育など、社会の変化に対応する教育が必要となっています。全国学
学習状況調査結果を

ると、岸和田市では、基礎的・基本的学

活用する

られるため、特に、問題解決的な学習など、社会が求める学

は課題が

・

は定着しつつあるものの、
を身

につけさせるための指導方法のあり方を深めていく必要があります。また、教育現場にお
いて、いじめや体罰による重大事案、子どもの安全に関わる事件が全国で相次いでいます。
本市では、平成27 １月に「岸和田市いじめ防止基本方針」を策定し、市内全ての学校園
におけるいじめ問題の未然防止、発生時の組織的な対応の方針を示しました。今後も方針
の共有を図り、指導や支援を継続していく
また、全国的に平

寿命が延びる中、市

とが勘參

です。

一人ひとりが、生涯にわたっていきいきと豊

かな人生を送れるよう、健康寿命の延伸を含めた生涯学習の環境づくりが求められていま
す。
一方で、本市の
匨

を

しい

状況や少子高齢化が

てながら、施設の選択と集中や

期的に続く

とが匨想される中、将来

卞営の効厾化、施設匏用者への匃 者

叕の

検討なども必要となっています。

教育の基本理念
みんなが輝くまち
知・徳・体、調和のとれた人づくり
人々が豊かに生きるとき、まちは輝きます。
岸和田の教育は、「知・徳・体、調和のとれた人づくり」を基に、「みんなが輝く
まち」を目指し、市 一人ひとりが自他の人勻を 重し、 しく豊かに学ぶ とにより、
子どもたちが を持ち、その自 実現のために、た ま
をし、
市 が岸和田に愛着と誇りを持って、地域社会の形成者として取り組めるよう、
教育の現状と課題を踏まえながら、教育・学術及び文化の振興に
関する施策を総合的に推進します。

施策の方向性
基本方針１

家庭や地域、関係機関との密接な連携により、生涯に
わたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育の充実を
図ります

①幼稚園教育の機会の拡大
園を
するす
などを整備します。

ての

児から

児を匃け

れるため、公

幼稚園の体制や施設

②保幼小の連携の強化

幼児期から児童期への
な
の観勷から、幼稚園と保育勰などとの連携を検討する
とともに、小学校に 設した公 幼稚園の 勰を生かし、
幼稚園と小学校のさらなる連携や一貫教育を進めます。
また、
幼稚園や保育勰、卉定 ども園などと小学校と
の卦及や連携を強化します。

③子育て支援の拡充

子育てしやすいまち岸和田を実現するため、預かり保育
などを充実させるとともに、児童福祉部局と連携しながら
子育て支援を拡充します。

基本方針２
①基礎

・基本

児 ・生
学 の向
な学

の

人 とりに
た学習を大 にし、確かな
と生きる の育成を図ります

着

児童・生徒一人ひとりが生きる の基 として、基礎的・基本的な半
きるよう、それぞれの児童・生徒に応じたきめ細かな指導を
充実させます。

②活用する

や技印を習千で

の育成

児童・生徒一人ひとりの半 や技印を勪 的に活用する
を育めるよう、思卛 、匯友 、勖現 などを育てる体験的
な学習や問題解決的な学習、ＩＣＴを活用した指導を充実さ
せます。

③特別支援教育の充実

障がいのある子どもたちの自 や社会厴匎に必要な を えるよう、 学 から
ま
でを
した 卲な指導や必要な支援を い、「ともに学び、ともに育つ」教育を充実さ
せます。

④小中の連携

発達に応じた学習や
な
を重
連携や一貫教育などを検討します。

⑤専門教育の充実

した教育を

うため、小学校と中学校のさらなる

将来的に地域社会に
する人 を育成するため、岸和田市
時代に応じた専門教育や産業教育を充実させます。

産業高等学校において、

基本方針３

児童・生徒一人ひとりが自他を尊重し、社会の一員
とし 成 で るよ 、 かな心の育成を図ります

①人権教育の充実

児童・生徒の人権に対する正しい 卆や感 を匇 させる
ため、教育活動全体を通じて、あらゆる人権問題について人
権尊重の教育を効果的に実施します。

②道徳教育の充実

教育活動全体を通じて、児童・生徒の心午や匯友 、実
勪 と
などの道徳性を養い、豊かな人間性や社会性を育めるよう、家庭や地域と連携
しながら道徳教育を充実させます。

③生徒指導の充実

児童・生徒一人ひとりが自己の存在感を実感できるよう、児童・生徒と教職員の信頼関
係をより一層深め、心の通う指導を充実させます。厣に、勘 校や
、午匔化社会
の持つ課題への対応を重視した体制と関係機関との連携を強化します。

④いじめの防止と解決

学校園でのいじめを 然に防止し、 勡発 と適卲な対叀を
岸和田市いじめ防止基本方針に基づき対策を講じます。

い、卭発を防止するため、

⑤国際性を育む教育の充実

児童・生徒が岸和田や自 の文化や
に誇りを持ち、 勭 の なる文化や習慣など
についての 卆を深め、自分の勪卩をしっかりと勖勶する能 を育めるよう、 匶卦及卄
体などと連携して、
卆を深める勚匢を充実させます。

⑥キャリア教育の充実

ましい
観や職業観を育 、社会的な自
発 の
に応じた
的な指導や勢体的な進
育を充実させます。

基本方針４

に匇けて自己の參能性を
せるよう、
を す指導などを い、キャリア教

食生活や基本的生活習慣等における学校と家庭、地域
との連携を充実させ、児童・生徒の健やかな体の育成
を図ります

①学校給食、食育の充実

児童・生徒の栄養補完や家庭の子育てを支援するため、栄養
バランスのとれた安心・安全な給食を提供します。また、学校
給食を生きた教材として活用し、食生活や地産地消、郷土の食
文化を含めた食に関する指導を充実させます。

②健

の充実

児童・生徒の心身の健康を保持し、増進させるため、学校や家庭、学校 、地域の
機関などの関係機関と連携し、基本的な生活習慣に関する指導や健康
などを充実させ
ます。

③体

の

児童・生徒の体 を匇 させるため、保健や体育に関する授業を中心に学校教育活動全
体で
的な勚匢を うとともに、家庭や地域でも運動に親しむ習慣を身につけられるよ
う指導を充実させます。

基本方針５

子どもたちの安心・安全を最優先に考え、保護者や
地域に信頼される学校園づくりを推進します

①子どもたちの安全確保

子どもたちの安全を確保するため、地域や関係機関と連携し、
子どもたちの
り活動や安全
体制を強化するとともに、
安全教育や防災教育を充実させます。

②安心・安全で快適な学校園

施設の非構造部材の耐震化や防災機能を強化するとともに、
参 設厵の 厵など安心・安全で 適な学校園づ りを い
ます。また、関係機関との連携を強化し、通学 や通園 の安全確保に勚り匢

ます。

③学校園の適正規模

教育環境の充実の観点から、公共施設のあり方を踏まえながら、学校園の適正規模を検
討します。

④学びのセーフティネット

家庭の 匡的、環境的な 厩によって子どもたちに教育卺 が生じないよう、教育の機
会均等を保障するため、関係機関と連携し、保護者を支援します。

⑤教

員の指導

の

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育めるよう、教職員が教育者としての誇りと使命
感、 い
性による実 的な指導 を匇 させるため、
を充実させます。

⑥地域に開かれた学校園づくり
学校園と家庭や地域とが
学校園づ りを います。

基本方針６

に連携し、匞

し

うため、地域によりいっそう開かれた

市 一人ひとりが自 を め、ともに育ち
人づくりを
進めるとともに、地域
の連携を め、地域の活
や教育 の
を図ります

①家庭教育支援の充実

子どもたちの
観や規 性を められるよう、す ての
教育の募点である家庭の教育 を匇 させるため、家庭教育
の支援を充実させます。

②

の健全育成

厮 の健やかな心身の勱 を し、生きる を育めるよう、
自然やスポーツ、文化など様々な分野と連携を図りながら、体験活動や学習機会などを
充実させます。

③市

の人権

の

市 が人権に対する正しい
啓発を継続的に進めます。

④大学等との連携

卆と卉

を深め、豊かな人権感

学校教育活動の充実や生 学習活動の支援、また、教育
め、 学などと
に連携し、匞 し います。

⑤連携と参画による地域づくり

の

を身につけられるよう、

問題に適卲に対応するた

市 厴厐による
づ りを進めるため、家庭や学校、地域の連携を深めると
ともに、市 自らの学習の勱果を地域活動などに発 できるよう支援します。あ せて、
学校教育と社会教育が連携するための環境を充実させます。

基本方針７

が健康
を
し、生涯にわたり、 身の
健康と生きがいや安らぎを持った人生が送れるよう、
生涯学習環境の充実を図ります

①生涯学習推進体制の整備
市

が社会の中で自 し、地域の課題解決を勢体的に叕う を えるよう、あら る
の施策を関連づけ、体 化して総合的に進めるため、全市的な協 体制を強化しま

す。

②学習機会の拡充
市

の生涯学習と市 活動を支援するため、市 公 館を 勷とした生涯学習施設の
ー 化と、様々な 場の人たちとの連携と協働による社会的
ー を構
し、学習機会や卦及の場を充実させます。

③読書に親しむ環境づくり

もが読書に親しめる環境をつくるため、匏用しやすい
図書館サービスの提供と施設の整備を進めます。特に、子
どもたちが発達段階に応じて読書に親しめるよう、関係機
関と連携して環境を充実させます。

④スポーツに親しむ環境づくり

多くの市 が 齢や体 、技印
ルなどに応じた
ス ー に親しみ、いきいきと健康で活 ある生活を送れ
るよう、関係機関と連携し、協働しながら様々な機会や場
を充実させます。

⑤学習のための情報提供

より多くの市 が学習活動を えるよう、市の厰部局を
はじめ他の公共団体や公共機関、NPO法人などの学習事業
の情報を効果的に提供します。

基本方針８

岸和田への誇りと愛着を育むため、郷土の文化財や
自然に する
の
や関 を め、 の保護や
活用に努めます

①文化財の保護と郷土

の活用

市 が郷土文化への 解を深められるよう、身近に る
文化 や郷土資厄を卭発 し、その保 と活用をします。

②身近な自然の保護と啓発

市 が自然保厽と生匵多様勯への 解を深められるよう、
関係機関と連携し、身近な自然の多様さを学ぶ機会を充実
させます。

③郷土愛の育成

郷土岸和田の歴史や文化、伝統、風土を愛し、次世代へ
継承してくため、ふるさと学習やふるさと教育に取り組み
ます。また、市 が郷土の
を卭発 する機会として、
観光部局などと連携し、郷土資源を活用します。

郷土愛

夢
たゆまぬ

努力

誇り

地域社会
の
形成

自己
実現

教育の基本理念

みんなが輝くまち
知・徳・体、
調和のとれた人づくり
【岸和田市教育大綱の構成イメージ】

