
 

 

                          ＜＜令和３年１月７日現在＞＞       

 

第３期 

弥彦村教育振興基本計画 案 
 

                    

           

支え合い・学び合い・高め合う 志高い人づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弥彦村教育委員会 

   令和３年２月 予定 
 

 

 

 



 

 

 

 

Ⅰ章 計画の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 １ 計画策定の経緯及び位置づけ 
 ２ 計画の期間 
 ３ 計画の対象 
 ４ 計画の策定手続き 
 ５ 計画の進行管理 

 
Ⅱ章 教育を取り巻く環境の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 １ 人口減少に伴う少子高齢化 
 ２ ＩＣＴの発達・普及によるグローバル化の進展と学力の向上 
 ３ 家庭・地域社会の変化 
 ４ 多様な教育的ニーズの増加 
 ５ 新学習指導要領と非認知能力の育成 
 
Ⅲ章 弥彦村の教育が目指す姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 １ 基本理念 
 ２ 弥彦らしさ 
 ３ 弥彦村の教育施策の基本方針 

 ４ 目指す子どもの姿と身に付けさせたい力 
 
Ⅳ章 弥彦村の教育の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 １ 就学前教育について 
 ２ 学校教育について 

 ３ 生涯学習について 
 ４ 村民のニーズについて 
 
Ⅴ章 施策体系一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
Ⅵ章 ５つの基本方針と施策の展開方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

Ⅶ章 施策の具体的な取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 基本方針１ 「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進・・・・・・・・・・ 
 基本方針２ 豊かな心と健やかな体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 基本方針３ 村全体の教育力の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 基本方針４ 安心・安全で質の高い教育環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 基本方針５ 村民が主体的に学ぶ生涯学習の推進・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
資料（成果指標一覧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１ 
 
 
 
 
 

 
３ 
 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 

 
 
９ 
 
 

 
 
 
17 
 
18 
 

21 
21 
29 
35 
39 
43 
 
47 



1 
 

Ⅰ章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の経緯及び位置づけ 

急速に進む少子高齢化、高度情報化、グローバル化など社会全体が大きく変化している

中で、教育の分野では、子どもたちの学ぶ意欲や、学力、体力・運動能力の低下、不登校、

いじめなどの問題行動、SNS の不適切な使用によるトラブルなど規範意識や倫理観の低下

など、早急に対応しなければならない様々な課題が生じています。 

本村では、平成１９年に弥彦村教育振興計画を策定し、「弥彦だからこそできる教育」を

キャッチフレーズに様々な施策を講じてきました。平成２５年には、第２次弥彦村教育振

興計画を策定し、学校教育や生涯学習を中心に、次代を担う子どもたちの育成を目指した

様々な教育活動や地域に根差した生涯学習活動を展開してきました。さらに、子どもたち

が安全にそして安心して学べる環境を充実させるために施設設備の充実に努めてきました。 

国においては、社会状況の変化への対応や教育基本法の理念の実現に向け、平成３０年

６月に第３期教育振興基本計画を策定、さらに新潟県においては、平成３１年３月に教育

振興基本計画を改定し、目指すべき教育の姿を明示しています。 

本村においても、第２次計画が令和２年度末に終了することから、国や県の計画を参照

し、弥彦村第６次総合計画の審議過程を踏まえ、将来を見据えた目指すべき教育の姿と取

り組むべき施策の方向性を明らかにする必要があります。そのため、令和３年度を計画初

年度とする弥彦村教育振興基本計画を改めて策定することとし、国の計画と整合性を図る

ため、計画の名称を「第３期弥彦村教育振興基本計画」とするものです。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期教育振興基本計画 

【平成３０年６月１５日閣議決定】 

新潟県教育振興基本計画 

【平成３１年３月改訂】 弥彦村第６次総合計画 

第３期弥彦村教育振興基本計画 

学校教育に関係するその他の計画 

○弥彦村子ども・子育て支援事業計画等 
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２ 計画の期間 

第３期弥彦村教育振興基本計画の計画期間は８年間とし、前期４年、後期４年としまし

た。今回は前期計画として、今後４年間に取り組む施策を示しました。 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

         

  

３ 計画の対象 

生涯における人間の学びの場は、大きく学校・家庭・地域の３つに分かれています。第

３期弥彦村教育振興基本計画は、この３つの学びの場における教育が、つながりをもって

進められていくことの重要性を踏まえ、保育園における幼児教育及び小中学校における学

校教育、家庭や地域における社会教育を含めた生涯学習を対象としています。 

 

４ 計画の策定手続き 

第３期弥彦村教育振興基本計画の策定に当たり、教育関係者、関係団体に意見を伺い、

反映させました。また、パブリックコメント等を通じ、広く村民の皆様からの意見を盛り

込みました。 

 

５ 計画の進行管理 

第３期弥彦村教育振興基本計画の進行を管理していくため、毎年度、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づく事務の点検及び評価の過程において、有識

者の知見等を活用する中で、施策の評価を行います。計画の進行状況の把握をするととも

に、必要な改善、見直しを行い、結果を公表します。 

さらに、令和６年度を後期計画、令和１０年度を次期計画作成のための検証期間としま

した。前期は基準値を令和元年度、目標値の設定を令和６年度とし、施策の効果を検証し

ます。その結果は、翌年度以降の施策に反映させながら、計画の実現を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

教育振興基本計画（前期） 教育振興基本計画（後期） 
策定

期間 

検 証 及 び

後 期 計 画

作成 

検証及び次

期計画作成 
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Ⅱ章 教育を取り巻く環境の変化 

１ 人口減少に伴う少子高齢化 

本計画の計画期間における総人口は、学校教育等の対象となる年少人口（０歳〜１４歳)

及び社会を支える生産年齢人口(１５歳〜６４歳)の減少と、６５歳以上の老年人口の増加

が予測されています。 

将来の村の発展を担うのは、まさしく「人」です。少子化の進行が続く現状を踏まえる

と、 将来を担う人づくりが益々求められます。そのため、子どもたちのよさや可能性が発

揮されるような取組に力を注いでいくことが、より一層大切になります。 

社会全体で見れば、経済的な格差の進行が指摘されています。そのため社会の活力低下

や不安定化につながることが懸念されています。したがって、経済的な格差に影響を受け

ることなく、子どもたちがその能力に応じて等しく教育を受けられるような取組を推進す

ることが求められています。また、これまで社会を支えてきた経験豊富な高年者に、今後、

学校教育をより効果的に進めるため、地域活動の担い手として活躍できる環境を整備して

いくことが一層求められます。 
 

２ ＩＣＴの発達・普及によるグローバル化の進展と学力の向上 

昨今は、インターネットを始めとするＩＣＴ(注１)の発達・普及が飛躍的に進み、私たち

の生活スタイルに大きな変化をもたらしています。ＩＣＴの発達・普及により、情報や知

識の円滑な共有化を始め、コミュニケーションの活発化などが期待されています。その一

方で、有害情報の氾濫、個人情報の漏えい、SNS による子どもが巻き込まれるトラブルや、

メディアに触れる時間の増加などによる依存症など様々な弊害が指摘されています。 

文部科学省は、ＩＣＴの良さを生かした「ＧＩＧＡスクール構想」を提唱し、当村でも

その実現に向けて取り組んでいます。このＧＩＧＡスクール構想は、児童生徒向けの１人

１台のＰＣ端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもたち

を誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された創造性を育む教育を目指しています。 

(注 1)ＩＣＴ：Information and Communication Technology（情報通信技術） 

 

３ 家庭・地域社会の変化  

生活水準の向上や自由時間の増大等を背景に、集団よりも個を重視する傾向が強まり、

ライフスタイルの多様化が進展しています。そのため、地域のつながりの希薄化が懸念さ

れています。また、核家族化や少子化の進行により、家庭の教育力の低下も懸念されてい

ます。特に、家庭教育は、全ての教育の出発点であり、子どもが基本的な生活習慣や他人

に対する思いやりなど、社会的な規範意識を身に付ける上で重要な役割を果たすものです。

家庭においては、幼児期の発達段階から、社会のルール・モラル・マナーを守る規範意識

の醸成が期待されます。ただし、家庭の教育力を高めるには、親だけに任せるのではなく、

地域社会が一体となり、親子の学びや育ちを支える環境を整備していく必要があります。

親が安心して子育てできる環境を整備することが最重要課題であると考えています。 
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４ 多様な教育的ニーズの増加 

文部科学省の調査によれば、特別支援学級在籍者数は、平成１８年度の約１０万人から

平成２８年度には約２０万人と２倍に増えています。現在も増え続けている現状です。 

平成２４年に中央教育審議会は「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育(注２)シス

テム構築のための特別支援教育の推進（報告）」を発表しました。同報告では、個別の教育

的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニ

ーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要で

あることを指摘しています。 

また、近年、通常の学級に在籍する教育的ニーズのある児童生徒も増えてきています。

発達障がいと診断されたり、発達障がいが疑われる児童生徒の学習上、または生活上の困

難を改善したり、克服したりすることを目的とした指導による支援体制が重要です。 

子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障するためには、乳幼児期を含め早期

からの教育相談や就学相談を行うことにより、本人・保護者に十分な情報を提供すること

が重要です。保護者を含め関係者が教育的ニーズと必要な支援について共通理解を深める

ことにより、保護者の障がい受容につなげ、その後の円滑な支援につなげていく必要があ

ります。そのため、本人・保護者と教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援に

ついて合意形成を図っていくための体制づくりが重要です。 

 (注２)インクルーシブ教育：障がいのある者と障がいのない者が可能な限り、ともに学ぶ教育 

 

５ 新学習指導要領と非認知能力の育成 

コンピュータの技術革新がすさまじい勢いで進む中で、これまで人間にしかできないと

思われていた仕事がロボットなどの機械に代わろうとしています。例えば、無人で走る自

動運転車は、これから世界中に行き渡ることが予想されています。そうなれば、タクシー

やトラックの運転手は仕事を失います。このような時代に求められているのは、人工知能

や機械にはできない「他者への共感」「想定外の事態にも粘り強く向き合う態度」「責任を

持って遂行する力」といった、人間としての強みを一層伸ばしていくことです。 

これまでの学校では、知識を正確に記憶する基礎学力、あらかじめ定められた計画を着

実にこなす正確さ、等が重要視されてきました。令和２年度から小学校で全面実施された

学習指導要領は「科学的に思考する」「数学を日常生活に生かす」といった認知的能力に加

えて、その土台となる学習意欲や粘り強さ、協働しようとする態度などの能力をこれまで

以上に重視しています。まさに時代に即して、数値で測れない人間としての強みを伸ばし

ていく教育が求められているといえます。 

このように、数値で測れない人間としての強みのことを「非認知能力」といいます。非

認知能力の育成に関しては、幼少期からの環境や適切な働きかけが重要であることが、近

年の様々な研究で明らかになってきています。 

そのため、本村においても、保護者が子どもと愛着を形成し、自分らしさを発揮できる

環境を整えることは、家庭のみならず、地域、行政の重要な責任です。 
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Ⅲ章 弥彦村の教育が目指す姿 

１ 基本理念 

 前述のように、教育を取り巻く環境が大きく変化する中、弥彦村においては、豊かな自

然環境に育まれ培われてきた風土・歴史・伝統を踏まえながら、環境の変化に的確に対応

し、『弥彦が持つ「人」、「もの」、「こと」を生かした弥彦だからこそできる教育』を進める

ことが求められています。  

学校教育では、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得とともに、活用・探求等の学

習活動を通した思考力・判断力・表現力の育成を図ることが必要です。また、共働き世帯

の増加に伴って低下が懸念されている家庭の教育力の支援に努めなければなりません。 

弥彦村では、３保育園、１小学校、１中学校という非常に【コンパクトな教育環境の中

での各学校園と教育委員会が密に連携した教育活動』が展開されています。 

 さらに、これまでにも多くの村民が熱い思いをもって子どもたちの成長を見守り、支援

をしてきました。これからも地域の絆や、地域コミュニティとの連携はもとより、すべて

の村民が子どもたちに対する願いを共有し、より良い未来のために力を合わせていかなけ

ればなりません。そのためにも、子どもたちをすべての村民で支え・育み、互いに学び合

う環境の下、村民全員が高まり合うとの理念を一層強固なものにしなければなりません。 

そこで、以下の基本理念を掲げ、家庭、地域、学校、行政が手を携えて地域一体となっ

て教育を推進していきたいと考えます。 

 

 

 

２ 弥彦らしさ 

 本村は、豊かな自然や優れた文化など生活環境に恵まれています。また、村民は、人と

のつながりを大切にし、粘り強い気質をもっています。一方、新しさを取り入れる柔軟性

もあります。弥彦村は、人づくりを支える上で必要な特長を備えています。 

 

（１）豊かな自然や文化のある環境 

 万葉集にも歌われている弥彦山のある本村は、新潟県のほぼ中央に位置し、豊かな自然

に恵まれています。弥彦山山頂からは、佐渡、日本海、越後平野が一望できます。また、

村には、国の重要文化財３点、登録有形文化財２９点など、多くの文化財が存在し常に見

学できます。その中で、子ども達は豊かな心を育んでいます。 

 

（２）四季折々の伝統行事 

夏、国の重要無形民俗文化財指定の弥彦燈籠まつりが開催されます。燈籠が村内を巡回

【基本理念】 

  支え合い・学び合い・高め合う 志高い人づくり 
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する様子は壮観です。小・中学生は、子ども燈籠押しに参加し、木遣り歌や笛や樽太鼓を

披露します。３か月位前から、村民の指導を受け懸命に練習し伝統を引き継ぎます。春の

「湯かけ祭り」や秋の「菊まつり」など四季折々の祭りにも参加します。 

 

（３）県内有数の観光地 

ブランド米「伊彌彦米」や枝豆の「弥彦むすめ」、椎茸「やひこ太郎」など、先人が自然

を生かし、努力を重ねて生み出した食材があります。また、弥彦村は、年間約２４０万人

もの観光客が訪れます。多くの村民が観光に関わり、食や温泉、祭りなどで精一杯のおも

てなしする文化があります。 

 

（４）健康・スポーツの先進地 

大正期、国内最初の４００ｍトラックを備えた陸上競技場が作られました。全国で最初

に学校教育にフッ素洗口を取り入れたのも弥彦村です。さらに、全国選抜招待高校駅伝弥

彦大会の実施など健康・スポーツに力を入れてきた歴史があります。また、生涯学習に熱

心に取り組む村民が多く、文化協会やスポーツ協会などを組織し活動しています。 

 

（５）モンゴルなど交流の広がり 

近年、弥彦村は、親善町村連携の香川県琴平町や、防災協定締結の長野県青木村や山形

県飯豊町などと交流を深めています。また、平成２８年に友好都市協定を結んだモンゴル

国エルデネ村には、中学生が２回訪問しています。一方、エルデネ村の子ども達も２回、

弥彦村を訪れました。子ども達の交流も広がっています。 

 

 まさに、弥彦村の人づくりには、これらの「弥彦らしさを生かした取組」の推進が求め

られます。 

 

 

 

 

３ 弥彦村の教育施策の基本方針 

 人口減少に伴う少子高齢化、ＩＣＴの発達・普及によるグローバル化の進展、家庭・地

域社会の変化、多様な教育的ニーズの増加、非認知能力の育成の重要性など、現在の教育

を取り巻く環境は大きく変化しています。 

一方、弥彦村では、豊かな自然や文化のある環境、四季折々の伝統行事、県内有数の観

光地、健康・スポーツの先進地、モンゴルなど交流の広がり、といった「弥彦らしさ」と

もいえる特長を持っています。 

 そこで、基本理念「支え合い・学び合い・高め合う 志高い人づくり」を具現するため

に、「『生きる力』の育成を目指した保小中一貫教育の推進」、「豊かな心と健やかな体の育

成」、「村全体の教育力の向上」、「安心・安全で質の高い教育環境の整備」、「村民が主体的

に学ぶ生涯学習の推進」という５つの基本方針を定め、施策を展開していきます。 
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   弥彦村の教育施策の基本方針のイメージ図 
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４ 目指す子どもの姿と身に付けさせたい力 

平成２８年度から教育委員会では、村民全体で共有できる目指す子どもの姿を設定する

ため、村民、教職員と協議を重ねてきました。その後、同年度２月の総合教育会議にて、

以下の目指す子どもの姿を決定しました。 

 

平成２９年度からは、学校教育において、この姿の実現を目指して、学校園・家庭・地

域・行政が連携して様々な取組を行ってきました。平成３０年度には、目指す姿を実現す

るために身に付けさせたい４つの力を教職員とともに以下のように整理しました。 

この４つの力は、先に述べた「非認知能力」とも軌を一にします。そこで、本計画でも、

地域一体となって目指す姿の実現に向けた４つの育成にかかわる施策を整理します。 

 

 
 

【目指す子どもの姿（１５歳の姿）】 

   弥彦を愛し、夢や志をもってつながりを広げる強くたくましい子ども 

【身に付けさせたい４つの力】 

◎ 粘り強さ 困難に出会っても投げ出さない力 

◎ 振り返る 学んだことの意味を考え、自らの生活や進路実現に生かす力 

◎ かかわる 意見や立場の違いを理解し、意見を伝えたり、相手の意見を聴いた

りする力 

◎ 課題解決 解決方法を考え、目標や計画を立て、それを実行する 
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Ⅳ章 弥彦村の教育の現状 

１ 就学前教育ついて 

弥彦村においても年々少子化が進んでいます。さらに、共働き世帯の増加に伴い、ます

ます保育に対するニーズは高くなっています。近年は、約５割の未満児が村立保育園に入

園しています（表１）。加えて、三世代同居世帯が減少し、核家族化が進むとこの割合も高

まることが予想されます。また、子育てに困難さを抱えていると思われるご家庭も増えて

きている実態もあります。家庭との連携を密にしながら、より保育の質を高めていくこと

が今後の課題です。 

◆表１ 未満児の入園数と割合              ※数値はいずれも４/１現在 

 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 

未満児入園数  ７１人  ８２人  ６２人  ６１人 

全未満児数 １５４人 １５３人 １３８人 １３１人 

割合  ４６％   ５４％   ４５％   ４７％ 

                          

２ 学校教育について  

（１）学力について 

◆表２ 標準学力検査（NRT）の学年別偏差値（偏差値５０が全国平均と同等） 

＜令和元年度＞４月実施 

【国語】               【算数・数学】 

 

表２によると、算数・数学は、学年ごとに多少のばらつきはあるものの、おおむね偏差

値５０に近い値が多く、基礎的・基本的な知識・技能は身に付いているものと考えられま

す。一方、国語は、算数・数学と比べて、偏差値５０を下回る学年が多いのが現状です。

記述問題などの思考力・判断力・表現力が身についているかどうかを見る問題の正答率に

低い傾向が見られます。弥彦村の子どもたちは問題文を正しく読んだり、条件に沿って書

いたりすることなどに課題があると考えられます。 
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さらに、表３によれば、小学校は学校以外での学習時間が１時間以上の児童は、最近全

国平均よりも少ない傾向が続いています。一方、中学校では、全国平均との差が縮まり、

令和元年度は全国平均より高い値になっています。小学校では、ゲームの時間等が増え、

学習習慣が身に付いていない実態があります。  

また、表４によると、読書が好きな児童生徒の割合は数年前までは全国平均かやや上回

っていたものの、最近では全国平均を下回っています。読書は先に述べた読解力と関連が

あるとの指摘もあり、一層の読書活動の推進が求められます。 
◆表３ 「学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか」

に１時間以上と回答した児童生徒の割合（％）（小６・中３を対象の全国学力・学習状況調査） 

 
◆表４ 「読書は好きですか」に肯定的に回答した児童生徒の割合（％）（小６・中３を対象の全国学

力・学習状況調査）                   ※H30は調査項目なし 

   
 

（２）不登校、問題行動等の発生について 

文部科学省の調査によると、中学校へ進学後に、不登校や問題行動等の発生件数が急増

する「中１ギャップ」の状況が報告されています。弥彦村では、特に中学校入学後に不登

校になる生徒の割合が、年々高まっており対策が急務です（表５）。要因は様々考えられま

すが、中学校進学後に「学習内容の高度化」「人間関係の変化」などによって、児童生徒の

心理的不安が増大することが考えられます。そうした不安を軽減し、子どもや保護者を支

える相談体制の充実を図らなければなりません。 

また、小・中学校では学習面や対人関係面で特別な配慮を要する児童生徒も多く在籍し

ている実態があります。そこで、家庭と連携した個別の教育支援計画の活用を平成３０年

度から開始し、令和元年度には小学校に発達通級指導教室が設置されました。特別支援教

育について教職員の専門性の向上や、外部機関と連携して児童生徒の自立と社会参加のた

めの支援体制を整備することは今後の課題です。        

72.8

74.6 74.3 7583.5

64.9 68.1

49.2

H27 H28 H29 H30 R1

全国 小学校

67.9 69.9 69.9

68
76.4 74.7 73.3

57.4

H27 H28 H29 H30 R1

全国 中学校
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◆表５ 不登校発生率の推移（％） 

全国発生率 H27 H28 H29 H30 R1 

小学校 0.42％ 0.47％ 0.54％ 0.70％ 0.83％ 

中学校 2.83％ 3.01％ 3.25％ 3.65％ 3.94％ 

 

（３）健やかな身体の育成について 

①生活習慣について 

 表６、表７は全国学力・学習状況調査の結果です。弥彦村の児童生徒は、ゲームやテレ

ビなどメディアに触れる時間が全国と比べて多い傾向にあります。平成３０年度及び令和

元年度は同様の質問項目がありませんでしたが、小・中学校の独自の調査や児童生徒から

の聞き取りから表６、表７と同様の傾向があることが推測されます。 

弥彦村の子どもたちは裸眼視力１.０未満が多い現状もあります（小学校で３割強、中学

校で５割強）。特に中学校では、裸眼視力０.３未満が３割と視力低下になっています。メ

ディア利用との因果関係は一概には言えませんが、各種調査や報告に基づけば、何らかの

影響があることは推察できます。 

 これまでも小・中学校は連携して、家庭に働きかけて生活習慣改善の取組を推進してき

ました。メディアコントロールは、子どもだけの問題ではなく、大人の問題でもあります。

今後も、家庭への啓発を継続するとともに、村全体への啓発を行うことが課題です。 
◆表６ 普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、聞いたりしますか（勉強のためのテレビやビデオ・ＤＶ

Ｄを見る時間、テレビゲームをする時間は除く）で２時間以上と回答した児童生徒の割合（％）（小６・中３を対象の全国学力・学習状況調査） 

  
 
 
 

74.7

64.9

74.2

59.2 57.1 55.7

H27 H28 H29

小学校 全国

69.4

49.4
56.355.7

48.7 49.1
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0.21 0.22 0.22 0.470.86

1.67

3.88
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○「不登校」とは 

何らかの心理的、情緒
的、身体的あるいは社会
的要因・背景により、登校
しないあるいはしたくて
もできない状況にあるた
めに年間３０日以上欠席
した者のうち、病気や経
済的な理由による者を除
いたもの。（文部省定義） 

○「不登校発生率」とは 

 在籍児童生徒数に対す
る不登校児童生徒数の割
合。 
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◆表７ 普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム（コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使った
ゲームも含む）をしますか、で１時間以上と回答した児童生徒の割合(％)（小６・中３を対象の全国学力・学習状況調査） 

  

 

②体力・健康向上について 

◆表８ 体力・運動能力：平成２９年度～令和元年度体力合計点  

 男子 全国平均 女子 全国平均 

弥彦小５年 

令元 52.00 53.61 55.06 55.59 

平 30 55.77 54.21 56.53 55.90 

平 29 55.94 54.20 56.81 55.70 

弥彦中２年 

令元 47.86 41.69 55.59 50.22 

平 30 47.94 42.18 52.59 50.43 

平 29 49.47 42.00 57.17 49.80 
   

◆表９ 肥満傾向児の出現率（％）（学校保健統計調査）：令和元年度 

 

表８から、弥彦村の子どもたちの運動能力は、全国平均と比べてやや高い状況にあるこ

とがわかります。今後も、様々な体力向上の取組を通して、この状況を続けていく必要が

あります。表９から、令和元年度は、肥満傾向児の出現率は、男子は、小学校３年生から

小学校５年生と中学校３年生、女子は、小学校２年生から小学校４年生が高い。さらに、

全国・県と同等の学年もあり、対応が必要です。これまでも、弥彦村食育推進計画に基づ

いて、各校で食育を推進してきました。今後は、その取組を基に、生活習慣改善の取組を

学校だけでなく、家庭や地域を含めて、先に述べたメディアコントロールも含めて村全体

で推進していくことが重要です。 

69.6 67.1
62.2

54.6 55 55.5

H27 H28 H29

小学校 全国

65.3

62.7

59.2

57.8
57.1

59

H27 H28 H29

中学校 全国

○調査項目 
・握力 
・上体起こし 
・長座体前屈 
・反復横とび 
・シャトルラン 
・５０ｍ走 
・立ち幅とび 
・ボール投げ 



13 
 

◆表１０ １２歳児のむし歯の本数等（学校保健統計調査） 

 弥彦 県 全国 

１２歳児の一人むし歯本数 

令元 0.23 本 0.33 本 0.70 本 

平 30 0.16 本 0.34 本 0.74 本 

平 29 0.11 本 0.39 本 0.82 本 

平 28 0.26 本 0.44 本 0.84 本 

平 27 0.36 本 0.46 本 1.05 本 
 

 表１０からは、１２歳児のむし歯の本数は新潟県・全国と比べても大幅に少ない状況が

続いています。今後も、この状況が続くよう、フッ化物洗口などの取組を継続するととも

に、家庭・地域への協力を一層求めていく必要があります。 

 

（４）弥彦村総合戦略について 

 弥彦村総合戦略（平成２７年度〜平成３１年度）では、「農業」「観光」「子育て」「定住」

を４つの柱に掲げ、それぞれの項目について、成果指標が設定されました。学校教育にお

ける指標は以下の通りです。 

《成果指標》 

 小６・中３が対象の全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙の「学級の友達との間で話

し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると思います

か」に肯定的に回答する児童生徒の割合を７０％以上にする 

◆表１１ 成果指標に対して肯定的に回答した児童生徒の割合（％） 

  
 小学校は平成２９年度に中学校は平成３０年度には指標の値に到達しています。校内研

修で各校ともに「かかわり合い」を通して学ぶことや特別活動において児童生徒が主体的

に課題解決に取り組めるよう支援するなど、組織的に取り組んできた成果であると考えら

れます。実際に、教職員からは、「男女関係なくどんなグループになっても意見を言える子

どもが増えた」「かかわることに抵抗がなくなってきている」などの声もあがっています。

今後もこれらのよさを伸ばしながら、社会性の育成に取り組むことが重要です。 

 

（５）地域の教育力について 

「地域の教育力」は、住民が、地域に関心を持ち、地域の課題を知り、どのような地域に 

したいかを考え、青少年と共に学び合う中で、住民と青少年の地域貢献の意識を高め、地

域全体を良くしていくことができる力ととらえることができます。 
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本来、「地域」とは、多様な人間関係の中で、固有の文化の伝承やあそび、自然環境を通

して、社会規範や道徳心、社会的マナー等、社会性の基本を学ぶ重要な場であると同時に、

家庭教育を側面から補完する役割を果たしてきました。 

しかし、近年、「核家族化の進行」、「個人主義の浸透」、「地域の安全面から子どもを他人

と交流させることに対する抵抗の増」、「近所の人々との親交機会の不足」などの理由から、

人と人との関係の希薄化や地域の教育力の低下が指摘されています。この様な中で、子ど

もたちが心豊かにたくましく育つように、学校・家庭・地域の連携を深めていくことが求

められています。 

弥彦村には、燈籠まつりや菊まつりなど地域独自の行事があります。総合的な学習の時

間等を通じて多くの村民と小・中学生がかかわり、実際に行事に参加することにより、弥

彦村に関心をもつ児童生徒が育まれています。今後は、子どもの成長を軸として、地域と

学校がパートナーとして連携・協働し、意見を出し合い学び合う中で、地域の将来を担う

人材の育成を図るとともに、地域住民のつながりを深め、自立した地域社会の基盤の構築・

活性化を図るコミュニティ・スクールの取組を推進していくことが大切です。 
◆表１２ 「今住んでいる地域の行事に参加していますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(％)  

（小６・中３が対象の全国学力・学習状況調査） 

  
   

（６）子どもたち自身が考える将来の姿について 

 弥彦村として、目指す子ども像を作成するために、平成２９年度に小学校５年生から中

学校３年生の児童生徒を対象に、アンケートを実施しました。 

「あなたは、現在、学校や家庭・地域での生活を通して、どんな人になりたいと考えて

いますか」に対して、上位は以下の通りです。 

１位：夢や希望をもって努力する人 

２位：自分で決めたことに最後まで粘り強く取り組む人 

３位：学習やスポーツに意欲をもって取り組む人 

４位：目標達成に向け計画的に取り組むことができる人 

５位：社会に役立つ人 

であり、夢や希望、社会に役立つといった項目が多く選択されています。一方、「学級行事

などで友達をリードできる人」、「様々な考えの人とかかわり自分の考えを広げたり深めた

りする人」の選択は少ない傾向が見られます。 

 

（７）児童生徒数の減少について 

弥彦小・中学校に通う児童生徒の数は、今後５年間で約１００名減少する見込みです（表

１４）。令和７年度には全学年が２学級編制となります。空き教室の活用など、校舎の活用

66.9 67.9
62.6

62.7
68

82.3
91.2 90.9

56.1

83.1

H27 H28 H29 H30 R1

全国 小学校

44.8 45.2 42.1 45.6

50.6
52.8 53.3 54.9

68
69.3

H27 H28 H29 H30 R1

全国 中学校
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や改修も見据えた検討が必要です。 

また、１小１中の教育環境の中で人間関係が固定化しがちで、高等学校入学後に新たな

人間関係づくりに苦労するという実態もあります。義務教育９年間を見通して、多様な人

とのかかわりを設定するなど、社会性育成のために児童生徒を継続的に支援していく必要

があります。 

◆表１３ 児童生徒数の推移（今後５年間）    

     
 

３ 生涯学習について  

（１）生涯にわたる学習活動について 

私たちを取り巻く環境は、国際化や情報化の進展、少子高齢化等により、人々の価値観

や行動形態が変化し、物質的な豊かさだけでなく精神的な豊かさを求める時代へと変化し

ています。また、日常生活を充実させるため、自発的な活動に生きがいを求める人が増え

ており、生涯学習においても、より質の高い主体的な学習活動への意欲が高まっています。 

弥彦村では、こうした生涯学習機会の多様なニーズに応えるため、公民館やスポーツ施

設などの社会教育施設を拠点に、各種講座や講演会、発表会などの事業を実施したほか、

高齢者の生きがいづくりや仲間づくり、社会参加を進めるための学習機会の提供に取り組

んできました。今後も、多様化、高度化した生涯学習に対するニーズに応えるために、学

習機会の提供に努めるほか、公民館が地域学習活動の拠点として機能するよう取り組み、

村民の学習ニーズと地域課題を的確に把握し、参加しやすい魅力ある講座、講演会等の開

催や各種相談体制の整備に努める必要があります。 

（２）スポーツ・レクリエーション活動について 

弥彦村は、４００ｍトラックを備えた村営グラウンドを運営するなど、従前よりスポー

ツ活動の盛んな村です。 

しかし、人口減少によりスポーツ人口そのものが減少しているほか、スポーツ少年団に

ついても弥彦村単独では維持することが難しくなると予想されます。今後高齢化が進行し

ていく中で、競技としてだけでなく暮らしの中にスポーツを楽しんで取り入れていくこと

や、体の弱い方や高齢者も楽しんで取り組めるスポーツの普及が必要です。これまでは村

民運動会や弥彦ワールドカップなどに参加し集落や世代を超えて交流を深めてきました。

今後は、これまでの成果をふまえて、よりよい活動の在り方について検討をすすめること

が重要です。 
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（３）地域文化・芸術活動について 

村内の文化財を維持・継承するため年々維持費等が増大しているほか、活動を推進する

団体の高齢化等により郷土資料や郷土芸能の次世代への継承が課題となっています。 

今後は、学校等と連携した体験活動等の充実により子どもたちの地域文化への理解促進

を図るとともに、子どもだけでなく保護者や地域住民に対しても地域文化について学ぶ機

会を創出し、郷土愛の育成・向上を図ることが必要となっています。 

 

 

４ 村民のニーズについて 

 本計画の上位計画である、弥彦村第６次総合計画の策定に際し、令和元年８月に無作為

抽出した村民を対象にアンケート調査を実施しました。教育に関する村民の期待について

整理したものが表 15 です。 

◆表１４ 教育の充実に向けて重要だと感じる項目（２つまで複数回答） 

 

 アンケート結果から、村民も先に述べた「非認知能力」を伸ばす取り組みに期待してお

り、今後の教育施策の方向性と期待とが一致していると言えます。これまで同様に、学力

向上支援や健康・体力の向上に努めながら、より一層「非認知能力」、言い換えれば「身に

付けさせたい４つの力」の育成に向けた取組を行う必要があります。 
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青少年のボランティア活動の推進

保護者の教育相談窓口など家庭教育支援

子どもわくわく教室など青少年教育の充実

コミュニティ・スクール事業の推進

特別な支援が必要な子どもへの教育環境の整備

弥彦村 保・小・中一貫教育の充実

食育・眠育など体力・健康向上に関する取り組み

学力向上支援の充実

非認知能力を伸ばす取り組み
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Ⅴ章 施策体系一覧 
基本方針   施策の展開方向 主要施策 

基本方針１ 

｢生きる力」

の育成を目

指した保小

中一貫教育

の推進 

1 
弥彦らしさを生かした保小中
一貫教育の推進 

1 「１２年間で育てる子ども像」「付けさせたい力」を具現化
する教育課程の編成 

2 
確かな学力の定着を目指す教

育の推進 

1 基礎基本の確実な習得と活用する力の育成 

2 学習意欲の向上 

3 望ましい生活習慣と学習習慣の定着 

3 幼児教育の充実 
1 保・小連携の強化 

2 保育士の資質向上 

4 
時代の変化に対応した教育の

推進 

1 情報教育の充実 

2 環境教育の充実 

3 国際理解教育の充実 

5 
児童生徒の学びを支える教職
員の働き方改革の推進 

1 教職員の資質向上 

2 教職員の働き方改革 

6 
自立と社会参加を目指す特別

支援教育の推進 

1 教育的ニーズに応じた指導の充実 

2 就学前の早期発見・早期対応 

基本方針２ 

  

豊かな心と

健やかな体

の育成 

1 豊かな心を育む教育の充実 

1 いじめ・不登校を生まない集団づくりの強化 

2 道徳教育の充実 

3 読書活動の推進 

4 あいさつ運動の推進 

5 人権教育・同和教育の推進 

2 健やかな体の育成 

1 食育の推進 

2 学校保健・健康教育の充実 

3 歯の健康の推進 

4 体力・運動能力の向上 

3 キャリア教育の充実 
1 小中一貫したキャリア教育の推進 

2 ふるさと学習の推進 

4 
子どもを支える支援・相談体

制の充実 

1 いじめ等への組織的対応の強化 

2 相談体制の充実 

基本方針３ 

  

村全体の教

育力の向上 

1 
地域とともにある学校づくり

の推進 

1 コミュニティ・スクール制度の活用促進 

2 スクールサポーターの活用 

3 地域の活動に積極的に参加する子どもの育成 

2 家庭の教育力の向上 
1 家庭教育の推進、親の学びの支援 

2 子育て支援センターの充実と活用 

3 地域の教育力の向上 

1 学習機会の提供 

2 各支援者との円滑な情報共有体制の整備 

3 子ども会・育成会との連携 

基本方針４ 

  

安心・安全

で質の高い

教育環境の

整備 

1 安心・安全な教育環境の整備 

1 危機管理体制の確立 

2 防災教育の強化・充実 

3 防犯・交通安全対策の強化・充実 

2 質の高い教育環境の整備 
1 学校情報化の推進 

2 学校園施設・設備の充実 

3 
変化に対応した教育環境の在

り方の検討 

1 小中学校・保育園の適正配置の検討 

2 空き教室などの活用方針の検討 

基本方針５ 

  

村民が主体

的に学ぶ生

涯学習の推

進 

1 生涯学習の推進 

1 生涯学習推進体制の充実 

2 公民館機能の充実 

3 村立図書室(館)の充実 

2 歴史・文化・芸術活動の充実 

1 文化財保護に関わる取組の推進 

2 伝統文化・芸術活動の推進 

3 美術館事業の充実 

3 
スポーツの振興を通じた地域

の活性化 

1 体育施設の充実 

2 スポーツを通じた地域住民の交流の推進 

3 青少年が運動・スポーツに親しむための環境整備 
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Ⅵ章 ５つの基本方針と施策の展開方向 

 基本方針１  「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進        

村民と共有できる理念を掲げ、１２年間を通した弥彦村の教育を構築することにより、

子どもたちが将来に夢と志をもち、その実現に向かって着実に進めるような教育の推進に

努めます。確かな学力の定着を目指すとともに、社会で生き抜くために必要な資質・能力

を育成する教育を推進します。さらに、子どもたちの学力を支える教員の資質向上を図る

ため、サポート体制の充実に努めるとともに、多様な教育支援を行います。特別支援教育

では、支援を必要とする誰もが個々の教育的ニーズに応じた教育が受けられるよう、環境

の充実に努めるとともに、就学前から中学校卒業までの切れ目ない支援を行います。 

【施策の展開方向】 

１ 弥彦らしさを生かした保小中一貫教育の推進 

２ 確かな学力の定着を目指す教育の推進 

３ 幼児教育の充実 

４ 時代の変化に対応した教育の推進 

５ 児童生徒の学びを支える教職員の働き方改革の推進 

６ 自立と社会参加を目指す特別支援教育の推進 

 

 基本方針２  豊かな心と健やかな体の育成                    

豊かな心を育むため、道徳教育の充実や読書活動の推進を図るとともに、ふるさと学習

や文化芸術活動の推進、体験活動やボランティア活動の推進に努めます。 

また、健やかな体を育成するため、学校体育の充実による体力づくり、学校保健・健康

教育による健康の増進、食育の推進と安全な学校給食を提供するとともに、スポーツに楽

しむ機会の提供に努めます。子どもたちが主体的に自分自身の生き方を考えられるよう、

キャリア教育の充実を図り、勤労観・職業観の醸成に努めます。 

【施策の展開方向】 

１ 豊かな心を育む教育の充実 

２ 健やかな体の育成 

３ キャリア教育の充実 

４ 子どもを支える支援・相談体制の充実 

 

 

＜重点事項＞ 保・小・中学校１２年間を通した一貫教育の推進 

 確かな学力の定着と資質能力を育む教職員の育成 

 

＜重点事項＞ 健やかな心身の育ちをサポートする体制の整備 
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 基本方針３  村全体の教育力の向上                       

村全体の教育力の向上を目指し、家庭・地域を巻き込み地域とともにある学校づくりを

進めます。また、乳幼児期からの支援や村民の連携により家庭の教育力、地域の教育力の

向上を目指します。 

【施策の展開方向】 

１ 地域とともにある学校づくりの推進 

２ 家庭の教育力の向上 

３ 地域の教育力の向上 
 

 基本方針４  安心・安全で質の高い教育環境の整備                

安心・安全な教育環境を目指し、危機管理体制の強化や防災教育、災害に強い環境づく

り、避難所などの活用も見据えて誰もが使用しやすいインクルーシブな環境整備に努める

とともに、学校周辺や通学路の防犯対策・交通安全対策の強化を図ります。また、快適で

質の高い教育環境を目指し、学校情報化や学校施設・設備の充実を図ります。さらに、時

代の進展に対応した教育環境を目指し、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関

する手引き」(文部科学省)を踏まえ適正配置について検討していきます。 

【施策の展開方向】 

１ 安心・安全な教育環境の整備 

２ 質の高い教育環境の整備 

３ 変化に対応した教育環境の在り方の検討 
 

 基本方針５  村民が主体的に学ぶ生涯学習の推進                

村民一人一人が持ち味を発揮し、生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らすことができ

るよう環境を整備するとともに、世代間交流を促進するためにスポーツ・レクリエーショ

ン等の取組を推進します。また、弥彦村がこれまで培ってきた伝統文化、芸術・文化活動

を継承するとともに、村民が協働してよりよい取組となるよう検討を進めます。 

【施策の展開方向】 

１ 生涯学習の推進 

２ 歴史・文化・芸術活動の充実 

３ スポーツの振興を通じた地域の活性化 

＜重点事項＞ 村全体で進める家庭の教育力、地域の教育力の向上 

＜重点事項＞  安心・安全かつ快適で質の高い教育環境の整備 

小・中学校の教育環境と適正配置の検討 

＜重点事項＞ 一人一人が持ち味を発揮できる生涯学習の環境整備 

 芸術・文化活動、地域活動の活発化に向けた検討 
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Ⅶ章 施策の具体的な取組 
 

 

 

～ 基本方針１ ～ 

 

 

「生きる力」の育成を目指した 

保小中一貫教育の推進 
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基本方針１：「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進 

１-１ 弥彦らしさを生かした保小中一貫教育の推進 

 

目     標 

 教育課題に応じた１２年間一貫した教育を推進することによって、学力向上と生徒指

導の充実を図り、子どもの資質・能力を育成します。 

 

主要施策 具体的な取組 

１−１−１ 

 「１２年間で育てる子ども像」

「付けさせたい力」を具現化する

教育課程の編成 

①「１２年間で育てる子ども像」やその実現に向け

た全体計画を家庭、地域と共有します。 

②１２年間を通して資質・能力の育成を目指す教育

課程を編成し、実施し、評価します。 

③１２年間の学びの接続のために、校種を越えての

交流授業を実施します。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・全国学力・学習状況調査におけ

る平均正答率 

・小６：全国平均正答率

を下回っている教科が

ある。 

・中３：全国平均正答率

をすべての教科で上回

っている。 

・小６・中３：すべての教

科で全国平均正答率を

上回るか同程度。（全国

平均正答率から２ポイ

ント以内） 
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基本方針１：「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進 

１-２ 確かな学力の定着を目指す教育の推進 

 

目  標 

子どもたちの基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に学習

に取り組む態度を育成します。 

 

主要施策 具体的な取組 

１−２−１ 

基礎基本の確実な習得と活用す

る力の育成 

①「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業

改善を推進し、連携・一貫して資質・能力の育成

を図ります。 

②全国標準学力検査や全国学力・学習状況調査の結

果を小・中学校で分析、共有し、指導改善に生か

します。 

１−２−２  

学習意欲の向上 

①「わかる」「できる」が実感できる授業づくりを組

織的に推進します。 

②専門性を生かして児童の意欲向上を図るため小学

校高学年での教科担任制の導入や小中の乗り入れ

授業の実施を検討します。 

１−２−３ 

望ましい生活習慣と学習習慣の 

定着 

①話の聞き方・話の仕方など１２年間を見通した指

導を行い、定着を図ります。 

②保小中で連携して、「アウトメデアチャレンジ週間

（元気アップ週間）」に取り組み、生活習慣を見直

し、家庭学習時間の確保を図ります。 

③家庭と連携し、児童生徒が主体的に学ぶ学習環境

を整え、学習習慣の定着を図ります。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・家で自分で計画を立てて勉強し

ている肯定的評価の割合（学校

の授業の復習や予習を含む）。 

（全国学習状況調査） 

・小６：７６．９ ％ 

・中３：４６．７ ％ 

・小６：８０％ 

・中３：５０％ 

             R1 全国平均 小 6：71.5％、中３：50.4％ 
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基本方針１：「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進 

１-３ 幼児教育の充実 

 

目  標 

生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児期が充実するよう、よりよい保育環境を整備

します。 

 

主要施策 具体的な取組 

１−３−１   

保・小連携の強化 

①保育園と小学校の情報交換等を密に行い、互いの

指導を共通理解し、一貫した指導を行います。 

②アプローチカリキュラム、スタートカリキュラム

を作成し、小学校での入学当初の生活に無理なく

適応できるようにします。 

③管理職や担当者による保小連携協議会を設置して

連携を強化します。 

④園児と児童の交流を行います。 

１−３−２  

保育士の資質向上 

①保育士の研修機会を確保し、資質能力の向上を図

ります。 

②園同士の情報交換を密に行い、よりよい保育につ

いて共有を図ります。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・保育に対する肯定的評価（保育

に関する保護者評価アンケートの

１１項目の平均値） 

・３園の平均：９０％ 
・３園の平均：９０％以

上 

  ＊アンケートの質問項目：喜んで登園している、保育士は笑顔で接している、安全管理が十分に行 

われている、子どものことで相談できる、発達に合わせた保育や意欲を

促す保育が行われている、等。 
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基本方針１：「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進 

１-４ 時代の変化に対応した教育の推進 

 

目  標 

子どもたちにグローバル化、情報化等の社会情勢に対応できる基礎的な力を身に付け

させ、地域に貢献し、社会で活躍できる人材を育てます。 

 

主要施策 具体的な取組 

１－４－１  

情報教育の充実 

 

①ＧＩＧＡスクール構想の実現を図り、ＩＣＴ環境

の整備を推進します。 

②児童生徒の発達段階に応じて、情報活用の実践力

や情報モラルに関する知識の習得を継続して行い

ます。 

③ＩＣＴ活用に関する教職員の資質向上のために、

「ＩＣＴ支援員」の配置を行います。 

１－４－２  

環境教育の充実 

①身近な自然環境を対象とした調査、見学等の体験

活動を教育課程に位置付けます。 

１－４－３  

国際理解教育の充実 

①ＡＬＴ等の配置により、保育園から中学校までコ

ミュニケーション活動の充実を図ります。 

②モンゴル国エルデネ村との交流等、児童生徒の視

野を広げる取組を実施します。 

③小学校と中学校の外国語教育の円滑な接続のため

に一貫したカリキュラムを作成します。 

④小学校の外国語担当教員と中学校英語科教員の合

同研修を行い、指導力の向上を図ります。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・「５年生(中１・２)までに受けた

授業で、コンピュータなどのＩ

ＣＴをどの程度使用しました

か」に「ほぼ毎日」と回答する

児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

・小６：９．２％ 

・中３：２．７％ 

・小６：２５．０％ 

・中３：２５．０％ 
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基本方針１：「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進 

１-５ 児童生徒の学びを支える教職員の働き方改革の推進 

 

目  標 

児童生徒の豊かな学びを支援できるよう、小・中学校の教職員の資質向上を図るとと

もに、ゆとりをもって児童生徒の指導に向き合えるよう教職員の働き方改革を推進しま

す。 

 

主な施策 具体的な取組 

１−５−１  

教職員の資質向上 

 

①小・中学校の教職員が定期的に授業を参観しあい、

指導力の向上を図ります。 

②小中連携・一貫教育協議会を設置して、合同研修

会を行います。 

③社会性の育成を図るため、「学び合い」のある授業

を小・中学校ともに組織的に実施します。 

１−５−２  

教職員の働き方改革 

 

①各学校や地域の実情を踏まえ、勤務時間終了後に

留守番電話を設定する取組を継続します。 

②週に平日１日以上、土日どちらか１日以上を部活

動休養日として、設定します。 

③部活動支援員の配置を行います。 

④夏季休業期間における学校閉庁日を継続実施しま

す。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・時間外勤務平均４５時間以下の

教職員を増やす。 

・小：６３.０％ 

・中：５４.５％ 

・小：８０％ 

・中：８０％ 
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基本方針１：「生きる力」の育成を目指した保小中一貫教育の推進 

１-６ 自立と社会参加を目指す特別支援教育の推進 

 

目  標 

すべての子どもに適切な指導・支援や必要な合理的配慮を提供するとともに、すべて

の教職員の特別支援教育に対する専門性を向上させ、校内支援体制の充実を図ります。 

 

主要施策 具体的な取組 

１－６－１  

教育的ニーズに応じた指導の充

実 

①「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」を活用

して、小中９年間を通して個に応じた指導の充実

を図ります。 

②特別支援教育に関する校内研修を年間１回以上実

施し、合理的配慮を提供できる学校体制を整備し

ます。 

③学習面や行動面に特別な支援を必要とする児童生

徒の支援を行う介助員を配置します。 

１－６－２  

就学前の早期発見・早期対応 

①療育教室と連携して、個別に配慮を要する子ども

に早期対応できる体制を整備します。 

②「相談支援ファイル」を活用し、就学後も一人一

人に応じた一貫した支援を行います。 

 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・医療機関や福祉サービスを利用

している児童の「個別の教育支

援計画」の整備状況 

（＊３年前から小学校入学時に個別の

支援計画を順次作成してきている。

中学校は基本計画の後期から該当す

る。） 

・小：４０％ ・小：７０％ 
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～ 基本方針２ ～ 

 

 

豊かな心と健やかな体 

の育成 
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基本方針２：豊かな心と健やかな体の育成 

２-１ 豊かな心を育む教育の充実 

 

目     標 

 児童生徒が自分らしさを発揮し、安心して活動に参加できるよう、自己肯定感を高め

られる授業・集団づくりを進めます。 

 

主要施策 具体的な取組 

２−１−１  

いじめ・不登校を生まない集団

づくりの強化 

①互いのよさを認め合える温かい学級・学年集団づ
くりのための校内研修を実施します。 

②いじめ等の諸問題に対し、児童生徒が主体的に考
える機会を設け自治的能力を育みます。 

③小中で情報連携シートを共有し、ケース会議を定

期的に開催します。 

２−１−２  

道徳教育の充実 

①各教科等における道徳教育に関わる指導の内容や
時期を整理した「全体計画の別葉」に基づいて計画
的に実施します。 

②「考え、議論する道徳」の実現に向けて、授業改善
を行います。 

２−１−３  

読書活動の推進 

①学校司書が教員と連携し、子どもの読書習慣の定
着や資料準備等の授業支援を推進します。 

②学校図書館の蔵書をデータ化し、読書通帳を導入
することにより、読書率の向上を図ります。 

２−１−４  

あいさつ運動の推進 

①児童生徒の主体的な取組によるあいさつ運動を充
実させ、元気の良いあいさつの習慣化を図ります。 

②家庭・地域へ広報して啓発に努めます。 

２−１−５  

人権教育・同和教育の推進 

①道徳科等を活用して、体験的な活動を取り入れ、児
童生徒の人権感覚を育みます。 

②副読本「生きる」を活用した道徳科の授業を計画的
に実施します。 

③校内研修を計画的に実施したり、校外での同和教

育研修に参加し、教職員の人権感覚を育みます。 
 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・「読書が好きですか」の項目に肯
定的に回答する児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

・小６：４９．２％ 

・中３：５７．４％ 

・小６：７０％ 

・中３：７０％ 

・「学級の友達との間で話し合う活動を通
じて、自分の考えを深めたり、広げたり
することができている]と答える児童生
徒の割合(全国学力・学習状況調査） 

・小６：７３．８％ 

・中３：７２．０％ 

・小６：８５％ 

・中３：８５％ 
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基本方針２：豊かな心と健やかな体の育成 

２-２ 健やかな体の育成 

 

目  標 

児童生徒が健康的な生活習慣や運動習慣を身に付け、基礎的な体力・運動能力を向上

させられるよう、適切な働きかけを行います。 

 

主要施策 具体的な取組 

２−２−１  

食育の推進 

①弥彦村食育推進計画に基づいて、学校、家庭、地

域との協働による食育を推進します。 

②学校給食で弥彦産、新潟産の食材の活用を推進し

ます。 

２−２−２  

学校保健・健康教育の充実 

①規則正しい生活習慣の確立のため、睡眠教育など

行います。 

②喫煙・飲酒・薬物乱用の防止に関する教育、日常

生活における事故やけがの防止に関する教育等に

おける、関係機関や家庭等と連携した取組を行い

ます。 

２−２−３  

歯の健康の推進 

①フッ化物洗口を実施します。 

②むし歯予防教室、歯肉炎予防教室を実施します。 

２−２−４ 

体力・運動能力の向上 

①地域の指導者との連携による運動部活動を展開し

ます。 

②スポーツ協会と連携したスポーツ行事を展開します。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・肥満傾向児の出現率 

・小：１０．９２％（男） 

    ６．６７％（女） 

・中：１０．５８％（男） 

    ４．４１％（女） 

・小：全国出現率よりも

低い 

・中：全国出現率よりも

低い 

          R1 全国肥満出現率 小： 8.59％(男)、7.00％(女) 

                    中：10.13％(男)、7.90％(女) 

・体力・運動能力の体力合計点 

 

（10 ページ参照） 

・小５：５２．００(男) 

    ５５．０６(女) 

・中２：４７．８６(男) 

    ５５．５９(女) 

・小５：全国平均を上回

る 

・中２：全国平均を上回

る 
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基本方針２：豊かな心と健やかな体の育成 

２-３ キャリア教育の充実 

 

目  標 

児童生徒がふるさとに誇りをもち、社会的・職業的自立に向けた生きる力を身に付け

られるよう小学校・中学校で一貫した指導を行います。 

 

主要施策 具体的な取組 

２−３−１  

小中一貫したキャリア教育の推

進 

①「新潟っ子プラン」等を活用して、小中９年間を

見通した年間指導計画を作成します。 

②「弥彦村キャリアパスポート」の活用と学校段階

間の引継ぎを適切に行います。 

２−３−２  

ふるさと学習の推進 

①総合的な学習の時間等を活用して、地域や事業所

と連携して体験的なふるさと学習を推進します。 

②地域のよさを体験的に学び、ふるさと弥彦に愛着

をもつ児童生徒を育てます。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・「地域や社会をよりよくするこ

とを考えることがある」と答え

る児童生徒の割合（全国・学力学

習状況調査） 

・小６：６３．１％ 

・中３：４２．６％ 

・小６：７０％ 

・中３：７０％ 
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基本方針２：豊かな心と健やかな体の育成 

２-４ 子どもを支える支援・相談体制の充実 

 

目  標 

児童生徒や保護者が様々な悩みや不安について気軽に相談でき、安心して学校生活を

送ることができる環境整備を行います。 

 

主要施策 具体的な取組 

２−４−１  

いじめ等への組織的対応の強化 

①いじめ等、複雑化・多様化する児童生徒の課題に

対し、ＳＳＷ や心理、福祉、法律等の専門家を積

極的に活用し、チームによる早期解決を図ります。 

②小中で情報連携シートを共有し、ケース会議を定

期的に開催します。 

③弥彦村サポート会議を設置し、地域と学校の情報

交換を定期的に行います。 

２−４−２  

相談体制の充実 

①スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置を

継続します。 

②スクールカウンセラーの活用を図ります。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・不登校児童生徒（年間３０日以

上欠席）の割合 

・小：０．４７％ 

・中：４．９３％ 

・小：０．３％ 

・中：３．０％ 
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～ 基本方針３ ～ 

 

 

村全体の教育力の向上 
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基本方針３：村全体の教育力の向上 

３-１ 地域とともにある学校づくりの推進 

 

目     標 

 学校運営協議会と地域学校協働本部の連携・協働を軸として、学校、地域、家庭、行

政等が一体となって学校運営に取り組み、特色ある学校・園づくりを進めます。 

 

主要施策 具体的な取組 

３−１−１ 

コミュニティ・スール制度活用

推進 

①学校運営協議会と地域学校協働本部の役割分担を

明確にし、各会議体において目的や課題に対する

共通理解を深めます。 

②地域の理解を深めるため、ホームページ等を活用

しての広報を充実させます。 

３−１−２  

スクールサポーターの活用 

①スクールサポーター実施マニュアルの配布や研修

等を通して、学校の課題や活動についての理解を

深めます。 

②地域教育コーディネーターを配置し、学校、地域、

家庭、行政の円滑な連携を図ります。 

③ 活動についての積極的な情報発信に努めます。 

３−１−３  

地域の活動に積極的に参加する

子どもの育成 

①地域の社会活動を児童生徒に周知し、参加の促進

を図ります。 

②活動に参加した児童生徒を地域・家庭で認め、活動

意欲を高められるよう、児童生徒の活動情報を積

極的に発信します。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・地域と連携した教育活動の取組 

（学校評価保護者アンケート） 
＊小は項目「学校の特色を生かした教
育活動」で評価 

・小：８８％ 

・中：８２％ 

・小：９０％ 

・中：９０％ 

・「今住んでいる地域の行事に参

加している」と回答した児童生徒

の割合（全国学力・学習状況調査） 

・小６：８３．１％ 

・中３：６９．３％ 

・小６：８５％ 

・中３：８５％ 

・スクールサポーターの登録者数 

・スクールサポーターの活動日数 

・７人 

・集計値なし(R2 より活動

開始のため) 

・５０人 

・５００日（延べ日数） 
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基本方針３：村全体の教育力の向上 

３-２ 家庭の教育力の向上 

 

目     標 

保護者が安心して子育てに必要な情報の選択ができ、不安や悩みの軽減につながるよ

う、家庭教育に関する講座等の実施や情報を発信します。 

保護者が地域のつながりの中で安心して子育てができるよう、保護者同士のつながり

や地域との交流を促進します。 

 

主要施策 具体的な取組 

３−２−１  

家庭教育の推進・親の学びの支

援 

①家庭教育の支援体制を構築するとともに、地域で

家庭教育をリードする人材を育成し、村全体の家

庭教育の推進を図ります。 

②家庭での子どもとの関わり方や家庭教育に関する

学習機会の場を提供します。 

③ホームページ等による子育て支援に関する情報を

発信します。 

３−２−２  

子育て支援センターの充実と活

用 

①乳幼児期、就学前の保護者が安心して子育てでき

るよう、子育て支援センターへの保健師の配置を

検討します。 

②子育て支援センターの機能充実を行います。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・家庭教育・子育て支援に関する

講演会（教育フォーラム）等の

参加者の満足度 

・集計値なし ・９０％ 

・子育て支援センターの年間利用

人数 
・４，８０５人 ・５，０００人 
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基本方針３：村全体の教育力の向上 

３-３ 地域の教育力の向上 

 

目  標 

地域住民がともに学び交流することで、地域の協働体制づくりと地域課題の解決を目

指した取組を推進します。 

 

主要施策 具体的な取組 

３−３−１ 

学習機会の提供 

①公民館講座等の開設により、地域住民がともに学

ぶ機会と支援者の育成をします。（５－１－１・２

と関連） 

②社会教育委員が中心となり、地域づくり交流会等

により、地域住民と地域のためにできることを考

える機会を提供します。 

３−３−２  

各支援者との円滑な情報共有体

制の整備 

①民生委員・児童委員と学校、行政の情報交換の場

を設定します。 

②セーフティスタッフ、スクールサポーターなど、

支援者相互の定期的な情報交換の場を設定し、子

どもを取り巻く環境への理解を深めます。 

３−３−３ 

子ども会・育成会との連携 

①各地区において、子どもたちが地域の方と交流し

たり、学んだりする機会の充実を事業所や行政等

が協力して推進します。 

②地区におけるよい取組を全体に広げられるよう情

報発信を行います。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・講座等の参加者の満足度 ・集計値なし ・９０％ 

・各支援者との情報交換会の数 
（民生委員・児童委員、スクルーサポー
ター、セーフティスタッフ、読み聞かせ
ボランティア等が関わるもの） 

・３回 ・１０回 
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～ 基本方針４ ～ 

 

 

安心・安全で質の高い 

教育環境の整備 
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基本方針４：安心・安全で質の高い教育環境の整備 

４-１ 安心・安全な教育環境の整備 

 

目     標 

学校の防災体制や学校施設、通学路等の安全対策を充実させ、児童生徒が安心して通

学できるようにします。 

 

主要施策 具体的な取組 

４−１−１  

危機管理体制の確立  

①学校安全計画及び各種災害に対応した危機管理マ

ニュアルの策定・改善を行います。 

②校長・園長を中心に校園内における組織的な危機

管理体制の構築を行います。 

４−１−２  

防災教育の強化・充実 

①地域と連携して防災教育や防災訓練を定期的に実

施し、学校の防災体制を強化します。 

②避難所となる学校施設について、防災機能の充実

を図ります。 

４−１−３  

防犯・交通安全対策の強化・充

実 

①「地域の子どもは地域で守り育てる」を基本とし

て、あいさつ運動，名前の呼び合える関係づくり、

見守り活動等を推進します。 

②遠距離通学の児童に対し、スクールバスの運行を

行います。 

③通学時や休日等の交通事故を防ぐため、交通安全

教室を実施します。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・学校園における危機管理マニュ

アルの整備 
・一部のみ ・すべての園・小・中で 

・地域と連携した防災避難訓練の

実施 
・１回／年 ・２回以上／年 
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基本方針４：安心・安全で質の高い教育環境の整備 

４-２ 質の高い教育環境の整備 

 

目     標 

情報活用能力の育成、ＩＣＴ活用による授業改善、校務のＩＣＴ化による教職員の業

務負担軽減等、学校におけるＩＣＴ環境の整備促進に努めます。 

 

主要施策 具体的な取組 

４−２−１  

学校情報化の推進 

①教員の業務負担軽減に効果的な校務支援システム

の整備・改善を図ります。 

②文部科学省のＩＣＴ環境整備方針に基づき、教育

用コンピュータの設置拡充など計画的にＩＣＴ環

境の整備を行います。 

③情報セキュリティの確保に努め、教職員及び児童

生徒が安心して学校でＩＣＴを活用できる環境を

整備します。 

４−２−２  

学校園施設・設備の充実 

①令和元年度に策定した個別施設計画に基づき、施

設の維持・修繕に努めます。 

②中学校校舎内のバリアフリー化を検討します。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・大型映像装置の設置数 
・小：６台 

・中：５台 

・小：２５台（新） 

・中：１３台（現５台＋新

８台） 
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基本方針４：安心・安全で質の高い教育環境の整備 

４-３ 変化に対応した教育環境の在り方の検討 

 

目  標 

児童生徒にとって、よりよい学習環境となるよう学校や保育園の規模の適正化や適正

配置を検討します。 

 

主要施策 具体的な取組 

４−３−１  

小中学校・保育園の適正配置の

検討 

①子ども数減少に伴う学校園の適性規模や適正配置

を検討します。 

②子どもの継続的な学びを支援するための保小中連

携を充実させ、将来の適正化を見据えた学校段階

間の連携や交流活動を推進します。 

４−３−２  

空き教室などの活用方針の検討 

①未使用教室や施設等について、放課後児童クラブ

や村民の生涯学習等の拠点としての使用を検討し

ます。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・空き教室の活用を検討する ・未検討 ・検討会の開催 
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～ 基本方針５ ～ 

 

 

村民が主体的に学ぶ 

生涯学習の推進 
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基本方針５：村民が主体的に学ぶ生涯学習の推進 

５-１ 生涯学習の推進 

 

目     標 

村民の多様化した学習のニーズに応えるため、「だれもが、いつでも、どこでも」学べ

るように学習機会と情報の提供を充実させます。そして、人づくり、地域づくりに取り

組み、学んだ成果を地域の課題解決に活用するなど、生涯にわたり学び、活躍できる持

続可能な循環型の社会の実現を図ります。 
 

主要施策 具体的な取組 

５−１−１  

生涯学習推進体制の充実   

①生活課題や地域課題に対応した講座や地域活動の
リーダーを育成する講座等を企画するなど学習機
会の提供に努めます。 

②学習成果を発表する機会や展覧会を開催します。 
③学校や出前講座等へ講師・ボランティア派遣を促
進します。 

④地域づくりを考える交流の場を設定します。 

５−１−２  
公民館機能の充実 

①村民のニーズや高齢者の生きがいづくりに対応す
る講座等の学習機会を提供します。 

②学習への興味を高める情報を提供します。 
③文化団体等が貸し館として利用しやすいように、
環境整備に努めます。 

５−１−３  

村立図書室（館）の充実 

①村営の図書館の設立とその活用のあり方について
検討を行います。 

②図書室（館）のデジタル化を推進し、小中学校との
ネットワーク化により、利便性の向上に努めます。 

③サービスの充実に努め、村民ニーズに対応した講
座や企画を充実させ、主体的な学びを支援します。 

④はじめての赤ちゃん絵本事業や読み聞かせボラン
ティアのスキルアップを目的とした講座の開催な
ど、読書活動を推進するための事業を行います。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・講座・教室等開設数 ・５講座・教室 ・１１講座・教室 

・講座・教室等参加者数 ・１８４人 ・８００人 

・図書貸出件数 

・図書貸出冊数 

・２，２６０件 

・４，４２７册 

・４，０００件 

・８，０００册 
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基本方針５：村民が主体的に学ぶ生涯学習の推進 

５-２ 歴史・文化・芸術活動の充実 

 

目     標 

村民が文化・芸術に触れることは、情緒や感性が磨かれるとともに、生きる喜びとな

り、生活を豊かにします。そのため、芸術鑑賞の機会を設けるとともに、文化財の保存

と活用に取り組みます。 

 

主要施策 具体的な取組 

５−２−１  

文化財保護に関わる取組の推進 

①村民の文化財に対する意識を高めるため、地域住

民との協働による文化財を活用した事業を企画し

ます。 

②地域の伝統文化を継承するため郷土資料の収集、

保存、展示活動を推進し、歴史講座等を企画しま

す。 

③文化財の保護・保全に努めます。 

④埋蔵文化財の調査、研究、保護を推進します。 

 

５−２−２  

伝統文化・芸術活動の推進 

 

 

①各種文化団体に対する支援を行います。 

②文化団体への村民参加を促進します。 

③子どもの創作活動を支援します。 

④文化・芸術に関する情報発信や体験活動の推進、

学習成果発表の機会の提供に努めます。 

⑤郷土の文化を後世に伝えるため，伝統芸能の担い

手の育成に取り組みます。 

５－２－３ 

美術館事業の充実 

①魅力的な企画展を開催します。 

②村民が芸術に触れる機会を提供します。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・歴史講座参加者数 

・武石家入館者数 

・０名（未実施） 

・２１９人 

・１５０人（３回実施） 

・３００人 

・文化団体参加者数 ・３２２人 ・３５０人 

・美術館来館者数 ・５，１２０人 ・６，０００人 
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基本方針５：村民が主体的に学ぶ生涯学習の推進 

５-３ スポーツの振興を通じた地域の活性化 

 

目     標 

誰でも楽しめるようなスポーツを通じて、地域の活性化と村民の交流促進を目指しま

す。また、青少年がスポーツに親しみ、体力や競技力を向上させる環境づくりを行うた

めの支援体制を整えます。 

 

主要施策 具体的な取組 

５−３−１ 

体育施設の充実 

①利用料を含めた、利用方法全般に関わる見直しを

行います。 

②利用者の利便性が向上し、かつ持続可能な運営体

制を整えます。 

③必要な修繕・改修等を行うことで、快適なスポー

ツ環境の整備を行います。 

５−３−２ 

スポーツを通じた地域住民の交

流の推進 

①スポーツ振興について、関係団体と定期的な意見

交換を行い、地域住民が気軽にスポーツ活動に参

加できるよう、意見を事業に反映させます。 

②村民体育祭などに加え、誰でも気軽に参加できる

ようなイベントを企画し、参加者の交流と健康の

増進を図ります。 

５－３－３ 

青少年が運動・スポーツに親し

むための環境整備 

①スポーツを始めようとする子どもたちに必要な情

報の発信に努めます。 

②指導者と定期的な情報交換を行い、各教室の発展

と継続に必要な支援体制を充実させます。 

③学校体育と社会体育の連携促進を図ります。 

 

成果指標 令和元年度・基準値 令和６年度・目標値 

・体育施設の利用者数 

 （屋内施設のみ） 
・３１，７３８人 ・３３，０００人 

・スポーツ行事の参加者数 
・村主催：約２，０００人 

・ｽﾎﾟ協主催：  ６９１人 

・村主催：２，２００人 

・ｽﾎﾟ協主催： ８００人 

・ジュニアスポーツ教室の加入率 ・３９．９％ ・４５％ 
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成果指標一覧 

基本方針 № 成果指標 
令和元年度 
基準値 

進捗状況 
令和６年度 
目標値 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 

基本方針
１ 

[生きる
力」の育
成を目指
した保小
中一貫教
育の推進 

１ 
全国学力・学習状況調
査における平均正答率 

小 6：全国平
均正答率を下
回っている教
科がある 

    すべての教
科で全国平
均正答率を
上回るか同
程度(2 ﾎﾟｲﾝ
ﾄ以内) 

中 3：全国平
均正答率をす
べての教科で
上回っている 

    

２ 

家で自分で計画を立て
て勉強している肯定的
評価(学校の復習や予
習も含む)(全国学習状
況調査) 

小 6：76.9％     小６：80％ 

中 3：46.7％     中３：50％ 

３ 
保育に対する肯定的評価
(保育に関する保護者評
価ｱﾝｹｰﾄ 11項目平均値） 

３ 園 平 均
90％ 

    
３園平均 
90％以上 

４ 

「５年生(中１・２)ま
でに受けた授業で、ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀなどの ICT をど
の程度使用しました
か」に｢ほぼ毎日｣と回
答する児童生徒の割合
(全国学習状況調査) 

小 6：9.2％     小 6：25％ 

中 3：2.7％     中 3：25％ 

５ 
時間外勤務平均 45 時
間以下の教職員を増や
す 

小：63.0％     小：80％ 

中：54.5％     中：80％ 

６ 

医療機関・福祉ｻｰﾋﾞｽを
利用している児童の
「個別の教育支援計
画」の整備状況(中は後
期実施予定) 

小：40％     小：70％ 

基本方針 
２ 

豊かな心
と健やか
な体の育

成 

１ 

「読書が好きですか」
の項目に肯定的に回答
する児童生徒の割合
(全国学習状況調査) 

小 6：49.2％     70％ 

中 3：57.4％      

｢学級の友達との間で
話し合う活動を通じ
て、自分の考えを深め
たり、広げたりするこ
とができている｣と答
える児童生徒の割合
(全国学習状況調査) 

小 6：73.8％     小 6：85％ 

中 3：72.0％     中 3：85％ 

２ 

肥満傾向児の出現率 

小男：10.92％ 
女 6.67％ 

    
小：全国出
現率よりも
低い 

中男：10.58％ 
女  4.41％ 

    
中：全国出
現率よりも
低い 

体力・運動能力の体力合
計… 

小 5:52.00 男 
: 55.06 女 

    
小 5：全国平
均を上回る 
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中 2:47.86 男 

:55.59 女 
    

中 2:全国平
均を上回る 

３ 

｢地域や社会をよりよ
くすることを考えるこ
とがある｣と答える児
童生徒の割合(全国学
習状況調査) 

小 6：63.1％     小 6：70％ 

中 3：42.6％     中 3：70％ 

４ 
不登校児童生徒（年間
30 日以上欠席）の割合 

小：0.47％     0.3％ 

中：4.93％     3.0％ 

基本方針
３ 

村全体の
教育力の
向上 

１ 

地域と連携した教育活
動の取組(学校評価ｱﾝｹ
ｰﾄ) 

小：88％     小：90％ 

中：82％     中：90％ 

今住んでいる地域の行
事に参加してると回答
する児童生徒の割合
(全国学習状況調査) 

小６：83.1％     小 6：85％ 

中３：69.3％     中 3：85％ 

スクールサポーターの
登録者数・活動日数 

7 人 
集計値なし 

    
50 人 
延べ 500 日 

２ 

家庭教育・子育て支援
に関する講演会(教育ﾌ
ｫｰﾗﾑ)等参加者の満足
度 

集計値なし     90％ 

子育て支援センターの
年間利用人数 

4,805 人     5,000 人 

３ 

講座等の参加者の満足
度 

集計値なし     90％ 

各支援者との情報交換
会の数 

3 回     10 回 

基本方針
４ 

安心・安
全で質の
高い教育
環境の整

備 

１ 

学校園における危機管
理マニュアルの整備 

一部のみ     
すべての園
小中で 

地域と連携した防災避
難訓練の実施 

１回／年     
２回以上／
年 

２ 大型映像装置の設置数 
小：６台     小:23 台(新) 

中：５台     
中：13 台(現
5＋新 8) 

３ 空き教室の活用の検討 未検討     検討会開催 

基本方針
５ 

村民が主
体的に学
ぶ生涯学
習の推進 

１ 

講座教室等開設数 ５講座教室     11 講座教室 

講座教室等参加者数 184 人     800 人 

図書貸出件数 2,260 件     4,000 件 

図書貸出册数 4,427 册     8,000 册 

２ 

歴史講座参加者数 未実施     150 人(3回) 
武石家入館者数 219 人     300 人 

文化団体参加者数 322 人     350 人 

美術館来館者数 5,120 人     6,000 人 

３ 

体育施設利用者数 
(屋内施設のみ) 

31,738 人     33,000 人 

スポーツ行事参加者数 

村主催：約2,000
人 

    村:2,200 人 

スポ教主催：691
人 

    スポ教:800人 

ジュニアスポーツ教室
の加入率 

39.9％     45％ 
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