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２．計画の位置づけ
本計画は、教育基本法第17条第２項に基づいて策定します。
また、国・府の関連計画を踏まえるとともに、「第２次京丹後市総合計画」とも連携

し、市の関連計画との整合を図ります。

１．計画策定の趣旨

京丹後市では、これまで学校教育改革構想、学校再配置基本計画、学校施設耐震化計
画、次世代育成支援対策行動計画、スポーツ推進計画及び子どもの読書活動推進計画等
を策定しつつ教育環境の向上に努めてきたところですが、これらの計画の成果・課題を
整理し、子どもたちの社会を生き抜く力、心の豊かさを育み、市民が生涯を通して主体
的に学びあうことのできる環境づくりを目指し、本市における教育の振興のための施策
に関する基本的な計画を策定します。

第２期教育振興基本計画第２期教育振興基本計画国

京都府教育振興プラン京都府教育振興プラン府

第２次京丹後市総合計画第２次京丹後市総合計画市

関連計画

○京丹後市の学校教育改革構想
○京丹後市学校再配置基本計画
○京丹後市立学校施設耐震化計画
○京丹後市子ども・子育て支援事業計画
○京丹後市スポーツ推進計画
○京丹後市子どもの読書活動推進計画 等

京丹後市教育振興計画

整
合

整
合

整
合

３．計画の期間
本計画の期間は、平成27年度から平成36年度までの10年間とします。ただし、社

会状況の変化等により見直しの必要性が生じた場合は、５年を目途に中間見直しを行い
ます。
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○視点１ 10年間を見通した小中一貫教育を推進し、確かな学力と社会を生き抜く
力を育みます

「京丹後市の学校教育改革構想」に基づき、就学前から中学校修了までの系統的で一貫した
教育環境づくりを進めています。今後、この教育改革をより確かなものとするために、学校園
の連携を強化しながら、すべての中学校区で小中一貫教育を積極的に推進し、確かな学力の育
成に努めていきます。グローバル化や情報化等、社会の多様化が急速に進む中、子どもたち一
人ひとりが生き生きと学び、多様な個性・能力を伸ばし、幸福な人生を主体的に切り拓いてい
くことのできる力を育みます。

○視点２ 生涯にわたり主体的に学ぶことのできる環境づくりを推進します

子どもから大人まで、生涯にわたり心身ともに健やかに暮らすためには、だれもが主体的に
学ぶことのできる環境はなくてはならないものです。
また、市民が生涯にわたって学び続けるその成果を、次代を担う子どもたちの教育にも活かす
こと、子どもの健やかな成長に関わる中で大人も子どもも、共に学びあうことのできる環境づ
くりが大切です。
京丹後市の豊かな歴史や文化、地域のつながりを最大限に活用し、ボランティアの協力を得

るなど、学校園、家庭、地域及び行政がそれぞれの役割と責任を果たしながら協働し、誰もが
学びあうことのできる環境づくりを進めます。

４．基本理念

本計画では、義務教育修了までに全ての子どもたちが、自立して社会で生き抜く基礎
を育て、同時に市民が主体的に生涯を通じて学べる学習環境づくりを推進します。
そして、すべての市民がふるさと京丹後の伝統・歴史・文化・スポーツ等に愛着と誇

りをもち、自らの考えで幸福な未来を着実に切り拓き、生涯にわたり誇り高く生き抜く
ことができる力を育むとともに、地域の絆を深め、自らの飛躍とまちの将来に向けて新
しい価値を創りだす力を育む教育を目指します。
また、グローバル社会を生き抜くため、自分自身の考えにより、多様なジャンルへの

学びを深め、どんな課題にも対応できる力を持った人となるための教育環境の提供を目
指します。

京丹後市が目指す教育
■心豊かにたくましく 幸福な未来を切り拓く力を育む教育

■ふるさとへの愛着と誇りを持ち 新しい価値を創りだす力を育む教育
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５．計画の体系

重点目標１
就学前の子どもの教育・保
育環境を充実します

重点目標１
就学前の子どもの教育・保
育環境を充実します

重点目標２
確かな学力・生き抜く力を
育みます

重点目標２
確かな学力・生き抜く力を
育みます

重点目標３
子どもを健やかに育む
教育環境を充実します

重点目標３
子どもを健やかに育む
教育環境を充実します

重点目標４
豊かな人間性・社会性を
育みます

重点目標４
豊かな人間性・社会性を
育みます

重点目標５
生涯にわたる豊かな学びを
支援します

重点目標５
生涯にわたる豊かな学びを
支援します

重点目標６
歴史文化を活用し、郷土へ
の愛着と誇りを育みます

重点目標６
歴史文化を活用し、郷土へ
の愛着と誇りを育みます

重点目標７
たくましく健やかな
体づくりと生涯スポーツ
を推進します

重点目標７
たくましく健やかな
体づくりと生涯スポーツ
を推進します

施策の方向性

①小中一貫教育の推進

②学校園、家庭、地域の協働による教育
力の向上
③確かな学力の育成
④社会を生き抜く力の育成

①就学前教育の環境整備

②保幼小の連携強化

①子どもの安全・安心の確保

②学校施設環境等の整備充実
③個に応じた支援体制の充実
④ボランティアによる学習支援の推進

①人を思いやり、尊重する社会性の育成

②生徒指導体制、教育相談体制の充実
③家庭・地域の教育力の向上
④芸術文化を通じた豊かな感性、情緒の
育成

①生涯学習の体制づくり

②人権教育の推進
③文化芸術活動の推進
④社会教育施設等の整備充実

①豊かな歴史文化等を学習する機会の

充実

②文化財の保護と活用
③資料館施設の整備充実

①健康な体づくり

②地域スポーツ活動の推進
③競技力の向上
④社会体育施設等の整備充実
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重点目標１ 就学前の子どもの教育・保育環境を充実します

【主な目標指標】

重点目標１ 就学前の子どもの教育・保育環境を充実します

【主な目標指標】

重点目標２ 確かな学力・生き抜く力を育みます

【主な目標指標】

目標指標 現状値 目標値(H36）
学校園関係者による中学校区（学
園）ごとの検証・評価・取り組みの
改善のサイクルの確立

（平成25年度）実施中学校区
0

全中学校区（学園）
で実施 6

学校の授業時間以外の勉強時間
が1時間以上の児童生徒の割合

小学生73.2％,中学生50.6％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）小6・中3

小学生80％以上
中学生70％以上

一貫性・系統性のある指導による
確かな学力の定着

小中学校各教科の全国平均正答率
※毎年の文部科学省「全国学力・学習状況調査」

市平均の
全教科全国平均

以上

将来の夢や目標を持っている生徒
の割合

中学生70.0％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
生徒質問紙（平成25年度）中3

中学生90％以上

目標指標 現状値 目標値（H36）
幼稚園の数 ４（平成25年度） ６
病後児保育の実施事業所数 ０（平成25年度） １
子育て支援センター数 ７（平成25年度） ８
一時預かり実施事業所数 ６（平成25年度） ９
保育所・幼稚園職員の全体研修
数

３（平成25年度） ５

重点目標３ 子どもを健やかに育む教育環境を充実します

【主な目標指標】

重点目標３ 子どもを健やかに育む教育環境を充実します

【主な目標指標】

目標指標 現状値 目標値（H36）
市立小学校の耐震化 88.5％（平成25年度） 100％
市立中学校の耐震化 93.5％（平成25年度） 100％
非構造部材の耐震対策 0％（平成26年度）調査中 100％
学校支援ボランティア登録者数 427人 500人
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幼稚園・保育所 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

０期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

就学前 基礎期 充実期 発展期

就学前から中学校卒業までの１０年間を見通した小中一貫教育



目標指標 現状値 目標値(H36）

不登校児童生徒の発生率

小学校 5人/0.16％
中学校47人/2.49％
（平成25年度）

減少させる

いじめの認知件数/発生率

小学校386件/12.7％
中学校189件/10.2％

※平成25年度2学期末現在（参考）
減少させる

認知されたいじめの年度内解消率

小学校357件/92.5％
中学校181件/95.8％

※平成25年度2学期末現在（参考）
100％

いじめはいけないことだという意識
がある児童生徒の割合

小学生97.0％,中学生90.9％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）小6・中3

増加させる

学校のきまりや規則を守る意識があ
る児童生徒の割合

小学生93.8％,中学生90.8％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）小6・中3

増加させる

人の気持ちが分かる人間になりたい
と思う児童生徒の割合

小学生94.4％,中学生95.2％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）小6・中3

増加させる

人の役に立つ人間になりたいと思う
児童生徒の割合

小学生94.0％,中学生93.2％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）小6・中3

増加させる

重点目標４ 豊かな人間性・社会性を育みます

【主な目標指標】

重点目標５ 生涯にわたる豊かな学びを支援します

【主な目標指標】

重点目標５ 生涯にわたる豊かな学びを支援します

【主な目標指標】

目標指標 現状値 目標値（H36）
青少年の体験活動事業数 42事業 60事業
趣味・教養講座数 29事業 35事業
地域課題学習講座数 2事業 10事業
高齢者大学の参加者数 789人 1,000人
人権学習会の参加者数 820人（平成25年度） 1,200人
図書の年間貸出冊数
（市民1人当たり）

5.2冊
（平成25年度）

7.0冊

文化協会加盟サークル数 170団体 200団体
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「高齢者大学（絵手紙）」「高齢者大学（古典文学）」



目標指標 現状値 目標値（H36）
文化財セミナー、京丹後史博士講
座等の文化財事業参加者数

1,468人（5事業17講座）
（平成25年度）

1,700人

資料館、文化館入館者数 13,808人（3施設）（平成25年度） 15,000人

史跡整備
史跡整備６遺跡（平成25年度）
※京丹後市文化財マスタープラン

８遺跡

重点目標６ 歴史文化を活用し、郷土への愛着と誇りを育みます

【主な目標指標】

重点目標７ たくましく健やかな体づくりと生涯スポーツを推進します

【主な目標指標】

重点目標７ たくましく健やかな体づくりと生涯スポーツを推進します

【主な目標指標】

目標指標 現状値 目標値（H36）

朝食を毎日食べる児童生徒の割
合

小学生97.8％,中学生91.1％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）

小学生100％
中学生95％以上

平日、午前7時より前に起きる児
童生徒の割合

小学生88.4％,中学生77.2％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）

小学生100％
中学生85％以上

平日、午後11時より前に寝る児童
生徒の割合

小学生91.6％,中学生45.0％
※文部科学省「全国学力・学習状況調査」
児童生徒質問紙（平成25年度）

小学生100％
中学生50％以上

小学生(5年生)の体力テスト全国
平均以上

8種目中7種目 全種目

中学生(2年生)の体力テスト全国
平均以上

8種目中4種目 全種目

成人の週1回以上のスポーツ実施
率

21.6％
市民アンケート調査結果

（平成24年度）

65.0％
国の目標

京都府民総合体育大会入賞競技
数

6競技
京都府民総合体育大会結果

（平成25年度）
10競技

公共スポーツ施設の利用回数

11,253回
公共施設利用状況調査結果

（平成24年度）
13,000回
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「ニュースポーツ教室（きばれぇ）」「社会人野球の選手による学童野球教室）」



６ 計画の実現に向けて

■学校園・家庭・地域・行政の役割

（１）学校園の役割

学校園は、教育活動の中枢としての役割を担います。家庭や地域と連携
しながら、子どもたちの持つ可能性を最大限に引き出し、たくましく未来
を切り拓いていくことのできる子どもたちを育成します。

（２）家庭の役割

保護者は子どもの教育に第一義的責任を有しており、家庭教育は、自己
肯定感や豊かな心、他者に対する思いやりや命を大切にする気持ちなどを
養うなど、子どもを育てるうえで最も重要な役割を担います。

（３）地域の役割

地域は、学校園や家庭と協力しながら子どもたちを育むとともに、そう
した活動を通して、ふるさと京丹後を育む重要な役割を担います。

また、生涯を通じて一人ひとりの資質・能力の向上を図り、その個性を
発揮することができ、次代へと学びをつなぐ重要な生涯学習の場としての
役割を担います。

（４）行政の役割

行政は、学校園、家庭、及び地域がその役割を十分に果たすことができ
るよう、取り組むべき施策を総合的・体系的に位置づけ推進していきます。

■学校園・家庭・地域・行政の役割

（１）学校園の役割

学校園は、教育活動の中枢としての役割を担います。家庭や地域と連携
しながら、子どもたちの持つ可能性を最大限に引き出し、たくましく未来
を切り拓いていくことのできる子どもたちを育成します。

（２）家庭の役割

保護者は子どもの教育に第一義的責任を有しており、家庭教育は、自己
肯定感や豊かな心、他者に対する思いやりや命を大切にする気持ちなどを
養うなど、子どもを育てるうえで最も重要な役割を担います。

（３）地域の役割

地域は、学校園や家庭と協力しながら子どもたちを育むとともに、そう
した活動を通して、ふるさと京丹後を育む重要な役割を担います。

また、生涯を通じて一人ひとりの資質・能力の向上を図り、その個性を
発揮することができ、次代へと学びをつなぐ重要な生涯学習の場としての
役割を担います。

（４）行政の役割

行政は、学校園、家庭、及び地域がその役割を十分に果たすことができ
るよう、取り組むべき施策を総合的・体系的に位置づけ推進していきます。
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京丹後市教育委員会
平成27年3月発行

京丹後市教育委員会事務局 教育総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226
電 話 0772-69-0610
FAX 0772-68-9061

「小中一貫教育（中学校部活体験）」


