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令和４年度 加古川市教育実�計画



���、�������教育��ョンの��に��いて事�を�開してきた�で、�きな��を��
てきた教育の�を�������������������と��付け、���に��していきます。
�して、�本理念や目�す�き���の実�に�け、���をつな�る�加古川な�で��の教育
『��������・�ンク』を��していきます。

加古川市が目指す教育の姿 ～本市の特色を生かした取組の推進～

���������・�ンクの������

ユニット
������会や���連
�����を��とした連
�・��に�り、��もの
��きる���知・�・�
の�ラン�の取�た��の
育�等を�ります。

スマート
���の��を��した�
���や�同�����を
�ま�た����等を�実
に実施するな�、��もの
��を����の実�に�
けた取組を��します。

ハートフル
��もの���重��を��、
��な����の��に�け
た取組や��もの�����
りを��するとともに、��
と����を通した���会
を��します。

教育アクションプラン
2022

ット
ユニット
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��ンク�L・I・N・K����で������
����つな�り�を��し、��の加古川�
����の���Learning with ICT for New

K��������を��しています。



●特別な支援や配慮を要する子ども一人一人の

多様な教育的ニーズに応じた教育の充実を

図ります。

●新型コロナウイルス感染症に対し、適切な

感染予防対策を講じるとともに、子どもの

感染症に関する正しい知識の育成を図ります。

●児童クラブ推進員の支援の充実により、児童

クラブの更なる質の向上に取り組みます。

●不登校児童生徒への支援の充実と多様な

教育機会を確保します。

令和４年度 最重要取組事項

●いのちや心を大切にする教育を推進し、「加古

川市いじめ防止基本方針」及び「加古川市い

じめ防止対策改善基本５か年計画」に基づい

た取組の充実を図ります。

●学校運営協議会を中心に学校園・家庭・地域

が協働し、地域とともにある学校づくりを進めま

す。

●「学校園連携ユニット」の取組を更に進め、

子どもの連続した学びの充実を図ります。

●協同的探究学習を核とした授業改善等を通し

て、児童生徒の学力向上に向けた取組を更に

充実させます。

●ＩＣＴ環境を整備し、超スマート社会に必要な

学びの実現を図ります。

●公民館における講座を充実させ、市民の生涯

学習に対する関心や意欲の向上を図ります。

●安全・安心で快適な教育環境の整備を進め

ます。

『加古川市総合計画』において、本市の主な取組の一つとして、

令和12(2030)年までの国際社会共通の持続可能な開発目標で
あるSDGsの理念や目標等を関連付けた施策の実施や、SDGsの

周知・啓発に取り組むとしています。

教育アクションプランにおいて示

す施策についても同様に取り組んで
いきます。

令和
ある

周知・啓発に取り組むとしています。

す施策についても同様に取り組んで
いきます。



�連�した学びを支える学校�連携��ッ�

���の教育力の向�
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学校�・��・��、また、校��のつながりで

育む教育に�り、子どもの学びや育ちを支えます。

ユニット

ユニット ハートフル

ユニット スマート ハートフル

基本的方向
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●学校園���ニ�トを活用した

取組の推進

●��プロブ�ム、���ャ�プ

の��に向けた取組の充実

●����教育の��

●�等学校等との��
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すべての学校に��されている学校��協�会を�心に、����との連携・協働を進め、子どもの学びと育ちを支えます。

��の実�に応じ、��一�教育や学校�一�教育等の取組を行うとともに、12 の��ッ�から�たな��ッ�の�組を��し、
一�の充実を図ります。

保��が自信を持ち、安心して子育てができる�う、社会全体で��の教育力の向�を支援します。

●学校運��議会の充実

●���ー�ィ�ー�ー、学校園支援

��ンティアとの��・��の充実

●学校マ�ジ�ント機能の�化

●���関��体等との���化

●���等の子どもの体�・��活動等

の�づくり

�����������������等の��

����に������

�����防止の
��ン���ン
�����防止の

�学�教�に���学�
�の��の����

●�����の教育�の��に���

��の��

●保��と��������の��

●�支援��への支援体制の��



加���の未来を担うすべての子どもの

��きる力�を育みます。

ユニット ハートフル

ユニット スマート ハートフル

スマート ハートフル

基本的方向
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●「�体的・��的���学び」

の実�に向けた����

●理�教育の充実

●��に�る���ニ�ーシ�ン

能力の育�

●国�理解教育の推進

●学校���の��の推進及び

��活動の推進

● ����スクール構�の実�

● ���を活用した学習活動の充実

● プロ���ン�教育の充実

● 情報��ル教育の充実

● ����との関�を��した教育

活動の推進

��びから学びにつな�る�学�教育の�進

�未来を�く学びの�進

� �ス�ー�社会�Society5.0�に必要な学び

��の����し����

��������の�����ー��ン
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����の�����つ���
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�����トタ�ン����
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●�児�の��り��に育�て�し�

��の�を��えた�育の充実

●��と��の��を��多様な体�

活動の充実

●子育て支援の充実

人��成に�要な���の�びや��の�での�様な体験を通して成�を�し、�学校��に��につながる�う、���にふさ
�しい保育を�進します。

学�指�要�が�す資質・能力が�につく�うに、協�的��学�等を�まえた����を�実に実�します。

一人一�の������など���を��し、����能力の育成を図るとともに、��別最��された学び�を�進します。

�����学����の���
����������������

�������い���の���
���������
���ート��ール����ル��

���の���い������の���等�����������に��の�����

��������ルタ��



子どもが安全に安心して学べる環境づくり、誰からも

信頼される学校づくりを目指します。

ハートフル

スマート ハートフル

ハートフル

基本的方向
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●感性に訴える人権教育の充実

●考え、議論する道徳教育の推進

●「性的マイノリティ」への理解

●様々な状況下における「生命」や「心」を大切

にする教育の推進

●子どもの絆づくりを進める心の絆プロジェクト

●ふるさと教育の推進

●キャリア教育の充実

●教育委員会の機能の充実

●教育委員会及び学校園の取組に関する情報発信の充実

●教職員の勤務時間の適正化

●チーム学校としての体制づくり

❼豊かな心の醸成

❽健やかな体の育成

❾特別な支援や配慮を要する子どもへの支援

❿ 誰もが安心できる環境づくり

⓫ 教育を支える仕組みの確立

スマート ハートフル

ユニット スマート

●体力・運動能力調査を活用した運動習慣の定着と体力向上

●食育の推進

●健康教育の推進

●インクルーシブ教育システムの構築

●多様な教育的ニーズに応じた相談・

支援体制の充実

●外国人児童生徒等への支援の充実
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�イ��ン�の���ー��ー��の����

子どもたちの豊かなスポーツライフを実現する資質や能力を育むとともに、
自律的・主体的に自己の健康を保持増進する取組を進めます。

一人一人の子どもの特性や発達の段階に応じて能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加するために必要な力を育成します。

子どもたち主体の絆づくりの場や機会の提供、専門機関や関係機関との連携など、いじめ、不登校及び問題行動等に対する取組の
充実に努めます。

管理職のリーダーシップのもと、教職員全員が協働して様々な教育課題に組織的かつ機動的に対応する体制を確立します。
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未来を担う子どもたちが社会の一員としての自覚をもつために、人や自然とのふれあい等様々な体験を通して、豊かな心の醸成を
図ります。

���に�����

�い������い �����しい����
学��学����������の������ト

●いじめ・不登校・問題行動等の未然防止・早期発見・

早期対応

●生徒指導体制の充実

●子どもの心に寄り添う相談体制の充実

●不登校児童生徒への支援の充実と多様な教育機会の確保 ＳＮＳ等の正しい利用につい
て学ぶインターネットトラブル防
止教室



一人一人が豊かな人�を�る�とができる�う、

学び��る�とができる機会と環境づくりを進めます。

スマート ハートフル

スマート ハートフル

ハートフル

●�たな教育��や教職員のニーズに

応じた��の充実

●「��と��の�体化」のための

学習��の充実

●大学等と��した��体制の構築

●����・��ス�ントの��

●���の�用�進

●����の�におけるプロ��ム

の充実及び�用�進

●���における��の充実

●���と学校園との��

●人権教育等の学習機会の充実

●�化�の��と活用の推進

� 教職員の資質向�

� 人�100���を支える学びの�進

� ��に��るスポーツ環境の��

●多様なニーズに応じたス�ー�の��

●�ス�ー��体等との��の�化

●ス�ー���ンティアの��・��
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教育を取り�く様々な課題に��に対応するため、�験��や職�に応じた資質・能力向�に向�た取組を�進します。

��に��る��学�や�������動の��である図��や���等を��し、主体的に学び��る�とができる環境を��
するとともに、学びを��に��する仕組みづくりを�進します。

誰もが��を通じて、いつまでもスポーツを��に�しむ�とができる環境の��を�進します。

�����ー�に�し���

�学����の
�������

����ーラ�の��

���ー�ル�ー�ンし�
������

基本的方向
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�学���

� 安全・安心な教育環境の�� スマート ハートフル

��な管理に�る学校��の実�や��の����など、子どもたちが安全・安心な学校���を�れる�う、教育環境の��

的な��を図ります。

●�校������対�

●���の子どもへの��・�心な

�校��の��

●教�・教�の��の��

●�校��の���

●��対�の��

●���等の�防対�



��������������教育��ョン��要

教育アクションプラン2022�、��������教育��ョン�実�のた�の令和４年度の実�計画です。

�令和�年度�令和�年度�

� 加 古 川 市 教 育 � � � 本 計 画 �

⑪教育を支�る�組みの確�
⑫教�員の�質向上
⑬安全・安心な教育環境の整備

⑭ 人生���年��を支�る学びの推進
⑮ 地域におけるス�ー�環境の整備

�本����本����本����

�本����本���４

①地域とともにある学校づくり
②連続した学びを支�る学校園連携ユニット
③家庭の教育力の向上

④�びか�学びに�な�る�学�教育の推進
⑤��を�く学びの推進
⑥超スマート社会������������に必要な学び
⑦�かな心の�成
⑧�やかな�の育成
⑨特別な支援や配慮を要する子どもへの支援
⑩�もが安心で�る環境づくり

�本����

�本����本����
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