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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

社会のグローバル化、高度情報化がますます進展する中で、わが国において

は急速な少子高齢化や産業の空洞化など、深刻な諸課題を抱えています。この

ように、急速に変化していく社会において、今後は、新たな時代のニーズに対

応できる教育のあり方が重要な課題となっています。 

次代を担う子どもたちに｢生きる力｣を育み、その成長を保証していくことが、

われわれに与えられた使命であり、一人一人が尊重され生きがいの持てる生涯

学習社会の実現に向け、取り組む必要があります。 

 黒潮町教育委員会では、｢第一次黒潮町総合振興計画｣を踏まえ、毎年作成す

る｢教育行政方針｣に基づき、学校教育の充実・発展に取り組むとともに、生涯

学習の機会の提供など、社会教育や、文化芸術活動の充実に向け積極的に取り

組んでまいりました。 

 そうした中で、これからの黒潮町の将来を見据えた目指すべき教育の方向性

と、重点的に取り組むべき施策を明らかにし、今後一層の教育の振興を図るた

め、｢黒潮町教育振興基本計画｣を策定しました。 

 黒潮町教育委員会では、本計画に基づき積極的な取り組みを推進してまいり

ますが、その推進のためには学校・家庭・地域・行政が一体となり、それぞれ

の役割を果たしていく必要があります。 

 本計画実現のために、今後とも皆様方の幅広いご支援と一層のご協力をお願

いいたします。 

 

 

                       2014（平成 26）年 3月 

                         黒潮町教育委員会 

 

  



2 

 

１１１１    計画策定の背景計画策定の背景計画策定の背景計画策定の背景    

 

（１）教育を取り巻く社会の状況 

私たちの社会は、経済の地球規模化や情報通信技術の進展により、ヒト・モ

ノ・カネ、そして情報が瞬時に国を越えて流動化することで、文化や価値観が

大きく変わり先行きが不透明になっている。その結果、社会の様々な面に影響

を及ぼし、教育のみならず各分野においてその対策が求められている。 

特に我が国の急激な少子化・高齢化は、生産年齢人口の減少が国経済の縮小

を招き、税収の減少、社会保障費の拡大が懸念される最大の要因である。 

また、家族形態の変容や価値観、生活様式の多様化を背景とし、地域社会の

つながりや支えあいが弱くなっていると言われる。このことは地域文化を次世

代に継承することが難しくなったり、社会規範意識の低下といった教育上の問

題の一因にもなっている。 

更に現在では、環境問題や食料、エネルギー問題など人間が生きていく上で

の基本的条件にかかわる様々な問題に直面しており、これらは地球規模での問

題であると言われている。 

これら負の悪循環から脱却するには、これまでの物質的豊かさのみを追求す

る経済至上主義を見直し、真の豊かさとは何かを真剣に議論し、持続可能な社

会構築に向けて、社会全体で取り組んでいくことが求められている。 

幸い黒潮町には、ふるさとを愛する心を表現した言葉を持っている。それは

砂浜美術館のコンセプト「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜が

美術館です。」である。 

豊かさはモノの量やお金の多寡ではない。人の心が決める。ないものをねだ

るのではなく、祖先から受け継いだ資源を大切に思う心。それはふるさとを愛

する心であり、結果的に国を愛する心に通じる。 

 かつて、工業化されていなかった社会の産業は農業が主で、私たちは各自が

家庭の中では義務を果たし、近所の人たちと助け合っていた。つまり、わずか

数十年前まで私たちの社会は「協働」が当たり前であった。 

 私たちはこれまでの物質的豊かさを追求する社会の在り方では豊かになれな

いことに気付き始めている。今正に私たちには、一人一人の自立した個人が持

てる個性、能力を活かし、他者と協働しながら新たな価値を創造していくこと

ができ、個々の能力を社会のために活かす生涯学習社会の構築が求められてい

る。 

 

（２）計画策定の目的 

黒潮町教育振興基本計画（以下、「本計画」という。）は第一義的な目的は教

育の振興にあるが、そこで終わるものではない。黒潮町には実に様々な行政上
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の計画が存在する。計画の最上位の目的は単純な表現であるが、「人々の幸せ」、

「社会の幸福」のためでなければならない。 

したがって本計画は、あるべき黒潮町の姿、めざす町民像、児童生徒像があ

り、そのための教育目標に沿ったものでなければならない。 

町は人でできている。人がいなければ町は存在しない。人々の持てる力が様々

な分野で最大限活かされる社会の中で人々の幸福感は増す。 

そのための教育は人々の個性、能力を最大化することであり、本計画は社会

の構成員全員が多様な個性と能力を高め、発揮できる生涯学習社会を構築する

ことをめざし策定する。 

 

（３）計画の位置づけ 

 本計画は、第 1次黒潮町総合振興計画（平成 20 年 6 月策定）に定められた施

策の大綱及び基本計画に基づく、平成 25 年度黒潮町教育行政方針を具体化する

ための計画とする。 

 

（４）計画の構成 

 本計画は、まず黒潮町の教育の現状と課題について明らかにし、それを踏ま

えた上で、黒潮町の教育がめざすべき姿、基本的方向性について示す。さらに

そのための基本目標を定め、達成するための基本的計画、つまり具体的な施策

の展開について事業内容を、最後に本計画の進捗管理の方法について記載する。 

 

（５）計画の期間 

 本計画は、平成 26 年度から 30 年度までの 5年度間とする。 
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２２２２    黒潮町の教育の現状と課題黒潮町の教育の現状と課題黒潮町の教育の現状と課題黒潮町の教育の現状と課題    

 

（１）黒潮町の現状 

 黒潮町の主な人口構成は以下のとおりである。 

 

①人口総数・世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         資料：国勢調査 
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②年齢構成ピラミッド 

（人） 

 
資料：住民基本台帳 平成 26年 1月 1日現在 

 

 

③高齢化率の推移 

（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障人口問題研究所 
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④保育所入所者数の推移  

                （人） 

保育所 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

佐賀保育所 ９２ ９８ ８７ ８３ 

大方くじら保育所 ７４ ６９ ６３ ５４ 

大方中央保育所 １３２ １４２ １３６ １３６ 

南部保育所 ３４ ３２ ３３ ３３ 

町外 ５ ３ ３ ２ 

合計 ３３７ ３４４ ３２２ ３０８ 
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⑤小中学校在籍児童生徒数の推移 

 

【小学校】 
                                      

平成 25 年 12 月 4 日現在／単位：人 

学校名 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

伊田小 68  63  69  67  59  61  48  46  37  34  31  24  28  23  22  21  19  14  8  休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 

上川口小 50  47  44  42  53  56  56  54  60  50  47  43  43  41  39  39  40  37  39  50  42  40  38  40  34  31  29  26  24  

蜷川小 18  15  15  13  廃                                                 

南郷小 99  97  101  101  98  94  86  75  70  65  64  60  55  48  48  45  41  39  42  43  40  40  40  34  30  29  28  27  25  

北郷小 8  8  8  7  7  5  5  6  5  休 休 休 休 休 休 休 廃                         

馬荷小 23  22  22  19  17  18  11  11  9  7  8  休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 

田ノ口小 85  89  84  83  84  79  79  69  71  67  66  74  74  70  65  68  61  65  62  58  49  42  39  37  34  32  31  29  28  

入野小 236  242  232  223  227  220  222  219  227  222  209  195  190  181  175  165  150  148  152  139  139  132  134  137  124  120  117  113  110  

三浦小 91  85  90  81  85  73  74  70  61  57  48  51  48  46  51  53  54  56  48  50  55  57  50  43  40  39  38  37  35  

計 678  668  665  636  630  606  581  550  540  502  473  447  438  409  400  391  365  359  351  340  325  311  301  291  262  251  243  232  222  

拳ノ川 60  60  54  48  38  38  35  34  36  34  38  35  35  32  34  27  24  25  21  19  17  14  14  11  10  9  8  7  6  

伊与喜 72  66  59  54  48  40  38  35  31  27  25  23  20  20  23  22  23  21  21  18  18  17  16  16  14  13  13  12  11  

鈴小 7  6  8  9  9  9  10  10  7  7  休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 

佐賀小 203  178  170  163  148  142  150  152  137  131  146  139  117  127  124  126  113  116  119  103  98  90  94  83  80  77  74  71  68  

計 342  310  291  274  243  229  233  231  211  199  211  197  172  179  181  175  160  162  161  140  133  121  124  110  104  99  95  90  85  

合 計 1,020  978  956  910  873  835  814  781  751  701  684  644  610  588  581  566  525  521  512  480  458  432  425  401  366  350  338  322  307  
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※中学校の新入生は、小学校卒業生に過去３カ年の平均入学率をかけて算出している。（大方地域は 94%、佐賀地域は 96%） 

 平成 32年度以降は推計。 

 

【中学校】 

名 称 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

大方中 359  377  354  350  347  347  334  302  286  255  266  254  239  209  205  191  197  179  191  163  178  174  174  154  153  148  144  140  135  

佐賀中 214  221  205  198  181  171  147  117  114  106  103  99  104  109  94  87  90  91  79  84  85  91  72  74  62  60  58  57  55  

合計 573  598  559  548  528  518  481  419  400  361  369  353  343  318  299  278  287  270  270  247  263  265  246  228  215  209  202  196  190  
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（２）教育の現状と課題 

 国は第 2 期教育振興基本計画のなかで、我が国を取り巻く危機的状況を大き

く以下の６点としている。 

 ○少子化・高齢化の進展による社会全体の活力低下 

 ○グローバル化の進展による日本の国際的な存在感の低下 

 ○雇用環境の変容による失業率、非正規雇用の増加 

 ○地域社会、家族の変容による個々人の孤立化、規範意識の低下 

 ○格差の再生産・固定化による一人一人の意欲減退、社会の不安定化 

 ○地球規模の課題への対応 

 

 こうした状況の一部はより地方で深刻な問題となっており、とりわけ黒潮町

では雇用の場の喪失、人口（若い世代）の流出、少子高齢化が進行しており、

一部の地区については今後数十年の間に地区として立ち行かない状況になるの

ではないかと危惧されている。 

 

 学校においても、児童生徒数は減少の一途をたどっており、小規模校、複式

学級を有する学校も多く、平成２６年には伊田小学校が休校となる状況である。

今後も学校の統廃合が進み、地区の特色が失われていくことが懸念されるなか

で、いかに郷土を愛し、次代を担う若者を育てていくかが問われている。 

 

児童生徒の学力に目を向けた場合、標準学力調査から、小学校については全

国並みか全国平均を上回る結果が見られるが、中学校の特に数学で大きな課題

が見られる。全国学力学習状況調査からは、活用の力の弱さが明らかになって

いる。 

体力については、小学校において男女とも全国平均を上回るものの、中学校

においては、全国平均を下回る生徒が多くなっており、特に、中学校男子が低

い状況にある 

 

 学力問題のみならず、家庭環境の変化や価値観の多様化、科学や医療の進歩

等々により、学校生活全般にかかる児童生徒の様々な課題や問題に幅広く対応

していくことが求められている。 

これら課題や問題の解決に向け、学校や教育委員会においては、学習支援員

やスクールカウンセラー（以下 SC）、スクールソーシャルワーカー（以下 SSW）

といった人的配置、教育研究会による教育文化の推進・発展を図るための取組、

黒潮町教育研究所による、各種調査研究、教育相談の充実など様々な取組を行

っているところである。 

しかし、黒潮町の教育の課題の解消のためには、これら取組のさらなる推進

に加え、家庭の役割や地域ぐるみの取組、関係機関との連携についてもより一
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層の強化が不可欠である。 

 

学校給食は、単なる昼食を目的にしたものではなく、家庭科や保健の授業と

同じく「食べること」や「健康」についての教育として位置付けられているが、

まだまだその意識は低く、日常生活における「食」について正しい理解と望ま

しい習慣を養うことが求められている。 

 そこで、栄養教諭が行う給食指導を他の授業と関連させるとりくみや、「給食

メモ」「給食だより」を通して家庭、地域へつなげることが重要である。 

また、児童・生徒の健康保持増進のために、地域の食材を多く活用すること

で「安全・安心な学校給食」が提供できる。さらに地域住民が支える学校給食

の実現にもつながる。しかし、収穫量や種類、時期的なことで多くの課題があ

り、特に町内での農産物供給率は非常に少ない。今後は農業関係機関、取扱業

者と連絡を密にし、利用増に努めることが求められている。 

 

同和問題をはじめとする、あらゆる人権問題を解決するために、町民一人一

人が正しい認識を培い、町民共通の課題として取り組む姿勢を確立することが

重要である。 

そのためには、差別の現実に深く学び、基本的人権を尊重し、積極的にその

解決に向け行動できる人づくりを推進し、人権教育の深化充実を図るため、社

会教育、学校教育、就学前教育が一体となって人権教育に取り組む体制づくり

の推進とともに、人権教育推進講座や各種研修会及び講演会の開催、さらに広

報や学習資料等により人権尊重の啓発活動の強化を図り、あらゆる人権問題の

解決に向けて取り組むことが求められている。 

 

多様な学習意欲が高まる中で、住民がより自発的に生涯にわたって学習が行

えるよう、いつでも、どこでも、だれでも学べる生涯学習体制の確立が望まれ

ている。 

このようなニーズにこたえるため、時代の進展に即応した学習づくりを進め

るとともに、学んだことを地域で活かせる生涯学習の充実が求められている。 

また、児童虐待やいじめなど、子どもたちを取りまく社会環境の悪化が目立

っている近年、地域ぐるみで取り組む「心の教育」の推進が課題である。 
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  ①黒潮町の児童生徒の状況 

 

ア 平成２５年度 標準学力調査 

 

 

イ 平成２５年度全国学力・学習状況調査 児童・生徒質問紙回答結果

集計 
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ウ 高知県 体力・運動能力、運動習慣等調査 
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②平成 25 年度の教育委員会事務局の組織は以下のようになっている。 

 
数字は人数 

 

③各担当の主な業務目標（平成 25年度黒潮町教育行政方針より抜粋） 

学校教育係 施設整備係 生涯学習係 人権教育係 給食センター 

基礎学力の定

着と学力・体力

の向上／教職

員の資質・指導

力の向上 

安全・安心し

て学べる教育

施設・環境の

整備 

町の活力を生

む「いつでも・

どこでも・だれ

でも」学べる環

境の構築 

未来を保障

する教育の

確立／豊か

な人権文化

の創造 

安 全 安 心 で

「手」と「口」

を近づける学

校給食教育の

推進 
自己学習能力の育
成／豊かな人間性
の育成／少人数指
導／学力テストの
実施・分析／道徳
教育の推進／特別
支援教育の充実／
特色ある学校づく
り／小中学校の連
携／地域ぐるみ教
育の推進／教委研
究所の活用／防災
教育の推進／いじ
め・体罰の防止 

教育施設・整備
設の改善・充実
／耐震化／環境
整備 

生涯学習・生涯ス
ポーツの推進／学
習機会の充実／ボ
ランティア活動の
推進／社会教育団
体の育成強化／リ
ーダーの養成／校
外活動の充実／芸
術文化活動の推進
／芸術・文化団体
の育成／上林暁の
顕彰／文化財の活
用／図書館の充実
／青少年の健全育
成／いじめ・問題
行動の防止・早期
発見と解決／関係
機関・地域との連
携／国際交流活動
の推進／豊かな国
際感覚の育成／コ
ミュニケーション
能力の育成 

基本的人権の
尊重／町民共
通して取り組
む姿勢の確立
／解決に向け
行動ができる
ひとづくり／
関係起案・団体
との連携／人
権尊重の啓発
強化／自己肯
定感の醸成／ 

心身の健康の増
進と豊かな人間
形成 ／食に関
する感謝の念と
理解 ／食育推
進 運 動 の 展 開 
／保護者、教育
関係者等の役割 
／食に関する体
験活動／伝統的
な食文化、環境
と調和／生産等
への配慮／農山
漁村の活性化／
食料自給率の向
上への貢献 ／
食品の安全性の
確保  
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③生涯学習施設の状況 

No 施設名 所在地 管理者 備考 

1 大方 
あかつき館 

図書館・ﾚｸﾁｬｰホール・町民ギャ
ラリー・上林暁文学館・調理実習
室・和室・会議室 

入野 6931-3 教 育 委
員会 

Ｎ Ｐ Ｏ
あ か つ
き に 運
営委託 2 佐賀図書館 図書館 佐賀 1080-1 

 

図書館の蔵書数及び貸出数（平成 24年度実績） 

種 別 
蔵書数 貸出総数 

大方図書館 佐賀図書館 大方図書館 佐賀図書館 

一般図書 20,038冊 7,093冊 17,004冊 4,986冊 

児童図書 12,422冊 4,886冊 10,524冊 3,748冊 

雑 誌 605冊 60冊 4,809冊 414冊 

書籍合計 33,065冊 12,039冊 32,337冊 9,148冊 

ﾋﾞﾃﾞｵ・DVD・CD 1,880点 0点 2,484点 24点 

 
④指定文化財の状況 

No 名称 指定 種別 所在地 指定年月日 

1 入野松原 国 名勝 入野 S.31.1 

2 田ノ口古墳 県 史跡 田の口 S.28 

3 有井庄司墓 県 史跡 有井川 S.3 

4 佐賀城址 町 史跡 佐賀会所 S48.11.10 

5 伊与木城址 町 史跡 伊与喜 S48.11.10 

6 伊
い

与
よ

木
き

弥平次
や へ い じ

の墓
はか

 町 史跡 伊与喜堂ノ本 S48.11.10 

7 萬六の墓 町 史跡 小黒ノ川 S59.8.2 

8 早咲遺跡 町 史跡 早咲中井 H.2.4.1 

9 米原宮址 町 史跡 蜷川米原 S.47.11.3 

10 大平
おおひら

弾
だん

正
しょう

の墓
はか

 町 史跡 奥湊川殿奈呂 S.47.11.3 

11 安政津波の碑 町 史跡 入野 S.47.11.3 

12 えい歯の碑 町 史跡 伊田観音寺 H.2.4.1 

13 鹿
しし

々場
ば

古
こ

窯跡
ようあと

群
ぐん

 町 史跡 浮鞭鹿々場 H.2.4.1 

14 清岸山東光院松
まつ

山寺
やまじ

跡
あと

 町 史跡 伊田 H.2.4.1 

15 鹿島原始林 町 天然記念物 鹿島 S48.11.10 

16 ヤマトタチバナ 町 天然記念物 佐賀 S50.3.18 

17 ムクの木、ユスの木 町 天然記念物 市野々川 S50.3.12 

18 桜 町 天然記念物 市野瀬 S50.3.12 

19 釋 了 西
しゃくりょうさい

 町 民俗・有形民俗 佐賀大和田 S50.3.12 

20 稗の種
ひえ

 町 民俗・有形民俗 拳ノ川 S50.3.12 

21 水カメ（瓶） 町 民俗・有形民俗 拳ノ川 S50.3.12 

22 鋼炉 町 民俗・有形民俗 拳ノ川 S50.3.12 

23 有井川庄司踊り 町 民俗・無形民俗 有井川 S.47.11.3 

24 蜷川の常清踊り 町 民俗・無形民俗 蜷川 S.47.11.3 

25 伊田の新吉踊り 町 民俗・無形民俗 伊田浦 S.47.11.3 

26 歌 浮津お竹さん 町 民俗・無形民俗 浮津 S.47.11.3 

27 上川口の舟歌 町 民俗・無形民俗 上川口 S.47.11.3 

28 刀剣 町 有形・工芸品 市野瀬 S50.3.12 

29 馬頭観音像 町 有形・彫刻 市野々川 S50.3.12 

30 観音像 町 有形・彫刻 拳ノ川 S50.3.12 

31 谷干城掛軸
たにたてきかけじく

 町 有形・歴史資料 市野瀬 S50.3.12 
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32 賀茂八幡宮 町 有形・建造物 入野 S.47.11.3 

33 

大方山長泉寺及び銘のあ
る仏像 町 

有形・建造物及び彫
刻 入野新町 H.2.4.1 

34 

蓬
ほう

来
らい

山
さん

南
なん

覚
がく

院
いん

飯
い

積
づみ

寺
じ

及
び本尊仏像１基 町 

有形・建造物及び彫
刻 田野浦飯積寺 H.2.4.1 

35 月字の額の記 町 有形・古文書   H.2.4.1 

36 

田村大明神社御神体の大
瓶と鹿持城跡出土瓶 町 有形・工芸品 加持田村 H.2.4.1 

37 月字の額 町 有形・書跡典籍   H.2.4.1 

 
⑤スポーツ施設の状況 

No 施設名 所在地 管理者 備考 

1 拳ノ川小学校 体育館・運動場 
プール 

拳ノ川 243 教育委員会 開放施設 

2 伊与喜小学校 体育館・運動場 
プール 

伊与喜 78 教育委員会 開放施設 

3 相撲練習場 伊与喜 107 教育委員会  

4 佐賀庁舎前グラウンド 佐賀 1092-1 教育委員会  

5 佐賀小学校 体育館・運動場 
プール 

佐賀 960 教育委員会 開放施設 

6 佐賀中学校 体育館・運動場 
プール・相撲練習場 

佐賀 600 教育委員会 開放施設 

7 土佐西南大規模
公園 
佐賀地区東公園 

多目的広場 
スケートボード場 

佐賀 254-1 高知県 ＮＰＯ砂浜
美術館が指
定管理 

8 伊田小学校 体育館・運動場 伊田 565 教育委員会 開放施設 

9 上川口小学校 体育館・運動場 上川口 569 教育委員会 開放施設 

10 上川口港鯨公園 ビーチスポーツ広場 上川口 1769-1 海洋森林課  

11 幡多青少年の家 体育館 上川口 1166 高知県  

12 蜷川ふれあいセ
ンター 

体育館 蜷川 665 教育委員会 蜷川地区に
管理委託 

13 湊川ふれあいセ
ンター 

体育館 奥湊川 3091 教育委員会 奥湊川地区
に管理委託 

14 南郷小学校 体育館・運動場 
プール 

浮鞭 717 教育委員会 開放施設 

15 加持ふれあいセ
ンター 

体育館 加持 3181 教育委員会 加持地区に
管理委託 

16 入野小学校 体育館・運動場 
プール 

入野 5556 教育委員会 開放施設 

17 大方中学校 体育館・運動場 
プール・テニスコート 
武道場 

入野 5220 教育委員会 開放施設 

18 大方高校 運動場・武道場 入野 5507 高知県 開放施設 

19 大方球場 野球場 入野 83-2 総務課 補助 G有 

20 土佐西南大規模
公園大方地区 

球技場・体育館 
多目的芝生広場（サッ
カー場／陸上競技場） 
多目的広場 
テニスコート 
パークゴルフ場 
スケートボード場 

入野 388 高知県 ＮＰＯ砂浜
美術館が指
定管理 

21 田ノ口小学校 体育館・運動場 
プール 

下田の口 1925 教育委員会 開放施設 

22 三浦小学校 体育館・運動場 
プール 

出口 2480 教育委員会 開放施設 
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⑥学校給食センター 

名 称 所在地 食 数 受配校 

大方学校給食センター 入野 5220番地 520食 入野小学校 
田ノ口小学校 
三浦小学校 
大方中学校 

佐賀学校給食センター 佐賀 553－1番地 430食 拳ノ川小学校 
伊与喜小学校 
佐賀小学校 
伊田小学校 
上川口小学校 
南郷小学校 
佐賀中学校 
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３３３３    基本理念基本理念基本理念基本理念    

    

教育理念「教育理念「教育理念「教育理念「自立・創造・貢献自立・創造・貢献自立・創造・貢献自立・創造・貢献」」」」    

 

 「自立」「創造」「貢献」の３つの理念の実現にむけた生涯学習社会を構築す

る。 

 

●（自立）一人一人が充実した人生を主体的に切り拓いていくことができる個

性と能力を最大化できる生涯学習社会 

 

●（創造）新たな価値、未来と希望を創造していくことができる生涯学習社会 

 

●（貢献）個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを活かして、共に支

えあい、高めあい、主体的に社会の形成に参画し貢献していくことができる

生涯学習社会 
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４４４４    基本目標基本目標基本目標基本目標    

 

（１）生きる力の確実な育成 

 次代を担う子どもたちに必要となるのは、基礎的な知識や技能を習得し、そ

れらを活用して、自ら考え、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であ

る。また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動す

る心などの豊かな人間性であり、たくましく生きるための健康や体力である。 

 このような生きる力の確実な育成のため取り組みの強化を図る。 

 

（２）自らの安全を確保し、社会の安全に貢献する児童生徒の育成 

 犯罪や事故、災害を予測し回避する能力を高め、他人や地域社会の安全を意

識して活動ができる児童生徒を育成する。そのために、生活・交通・防災など

安全教育に関する学校の組織的取組を推進し、地域社会、家庭との連携の強化

を図る。 

 

（３）教職員の資質・指導力の向上 

 教職員の資質・指導力の向上が求められている社会状況の中で、すべての教

職員が自覚を持ち、専門性を高め意欲的に教育実践に取り組めるように各種研

修の充実を図る。 

 

（４）食育教育の推進 

  学校給食を通して、望ましい食習慣・好ましい人間関係の育成を図る。 

  また、地場産物を活用することで安全・安心な学校給食の充実を図るとと

もに地域の食文化を学ぶ食育教育を推進する。 

 

（５）未来を保障する教育の確立・豊かな人権文化の創造 

人権教育は、全ての人の人権が尊重されるための教育活動であり、同和問題

をはじめとする、あらゆる人権問題を解決するために、町民一人一人

が正しい認識を培い、町民共通の課題として取り組む姿勢を確立する。

そのために、社会教育、学校教育、就学前教育が一体となって人権教

育に取り組む体制づくりを推進する。  

さらに講座や各種研修会及び講演会の開催、広報や学習資料等により人権尊

重の啓発活動の強化を図る。 

 

（６）社会教育の充実 

時代の進展に即応した講座や教室などの学習プログラムを実施し、いつでも、

どこでも、だれでも学べる生涯学習体制を確立し、家庭教育力の向上と、関係

事業番号 

１、２ 



21 

 

機関との連携強化による社会教育活動の充実を図る。 

また、だれもが楽しめるスポーツを推進し、生活の中にスポーツ文化を根付

かせることで、住民自らの健康意識を高めるとともに、各種大会でのボランテ

ィア活動や選手との交流を通じ、地域住民の生きがいづくりや産業をはじめと

する地域振興を図る。 

 さらに、さまざまな社会教育活動に関わる中で、豊かな自然や優れた文化な

ど、地域の魅力を再認識する機会につなげる。 

 

（７）文化の振興 

文学館、図書館を活用した事業を広く展開し、各種団体との連携・育成強化

を図り、芸術・文化活動の充実を図る。 

また、身近な文化財に触れる機会を増やし、郷土の歴史や文化への関心を高

め、文化財の保護・継承につなげる。 

 

（８）青少年健全育成活動の推進 

各関係機関と地域が連携したネットワークを整備し、いじめや問題行動、事

件事故などから青少年を守る取組を推進する。 

また、自然体験学習や三世代交流などの学校外活動を通じ、子どもたちの自

主性、社会性、協調性を養い、健全な人間関係づくりや地域住民とのつながり

を強化する。 

  

（９）国際化社会への対応 

異国文化と積極的に関わることで、コミュニケーション能力と豊かな国際感

覚を養う。 

また、日本文化や地域文化を紹介する体験を通して、ふるさとを見つめ直し、

愛する心を育てる。 
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５５５５    基本計画（施策の展開）基本計画（施策の展開）基本計画（施策の展開）基本計画（施策の展開）    

 

  （１）生きる力の確実な育成 

担当：学校教育係 

取  組 内  容 到達目標 

確かな学力の育成 各種学力調査結果を分析

し、課題改善に向けた提

言を行う。 

家庭学習や読書習慣の定

着を図る。 

児童生徒に確かな学力が

育成される。 

 

確かな学力の育成 

－学習支援員配置事

業 

学習支援員等を配置し、

学力に課題を有する児童 

の支援を行う。 

基礎・基本の定着をより

一層図ることができ、自

己学習能力が育成され

る。 

確かな学力の育成   

－高知県学校図書館

読書環境整備事業 

図書支援員の配置等、図

書室の環境整備、機能の

充実を図る。 

児童生徒の読書機会が増

加する。 

授業における図書の活用

が増加する。 

確かな学力の育成 

－外国語指導助手

（ALT）の配置 

外国語指導助手（ALT）を

配置し、各校に年間 20 日

以上の訪問日を設け英

語・外国語活動の授業の

充実を図る。 

英語・外国語活動の充実

と異文化への理解が深ま

る。 

 

確かな学力の育成 

－国際交流事業 

５・６年での外国語活動

の前段として位置付け、

４年生時において英語圏

でない国との交流を行な

う。 

中学校での英語授業及び

海外派遣事業への関心を

高め、国際感覚豊かな児

童生徒が育成される。 

異文化との出会いを通

し、ふるさとのよさに気

づき、故郷を愛する心が

養われる。 

確かな学力の育成 

－放課後子ども教室

（中学校） 

放課後に臨時講師等によ

る学習の場を提供する。 

高校進学に向けた学力の

向上が図られる。 

確かな学力の育成 

－学力テストの実

施・分析 

全国学力・学習状況調

査・全国標準学力調査・

県版学力定着調査の結果

基礎・基本の定着が図ら

れ、学力の二極化が解消

される。 

事業番号１ 
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を分析し、課題解決に向

けた提言を行う。 

確かな学力の育成 

 －基礎学力・学習規

律の定着 

町で作成した漢字と計算

テストを実施し、定着状

況の課題を見出し、年度

内での確実な定着に取り

組む。 

小学校における家庭学習

定着を目指した取組支援

のために、家庭学習用教

材の購入・配布を行う。 

課題解決のための的確・

効果的な指導に向けた情

報が発信され、指導の改

善が図られる。 

学習意欲が向上し、家庭

学習の習慣化が図られ

る。 

心を耕す道徳教育の推

進 

他人を思いやる心や感動

する心、規範意識を高め

るために、道徳の時間の

充実を図るとともに家

庭・地域と連携しながら、

学校の教育活動全体を通

した道徳教育を推進す

る。 

全ての児童生徒の自尊心

が高まり、人とのかかわ

りを大切にし、規律を守

る児童生徒が育成され

る。 

全ての学校において道徳

参観日等での授業公開が

実施され、家庭・地域と

連携した道徳教育がなさ

れる。 

健やかな体の育成と健

康教育の推進 

「早ね 早おき 朝ごは

ん」など、基本的生活習

慣の定着を図る。 

児童生徒の発達の段階に

応じた授業や体育的活動

の工夫と改善を図る。 

児童生徒の心身の健康が

保持・増進される。 

体力・運動能力が向上す

る。 

防災教育ともあわせ、災

害を乗り越える体力が養

われる。 

特別支援教育の推進 保小中や中村特別支援学

校、ＳＳＷ、保健師等と

の連携を図り、特別な教

育的支援を必要とする幼

児児童生徒に対して、適

正な就学指導を行う。 

特別な支援が必要な児童

生徒に対して支援員の配

置を行い、個に応じた支

援の充実を図る。 

全ての学校で校内支援委

員会が機能し、個に応じ

た適切な支援・指導が組

織的に行われる。 

一人一人の児童生徒が生

き生きとした学校生活を

送ることができる。 

事業番号２ 
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特別支援教育の推進 

－就学支援事業 

 

医療的ケアを必要とする

児童生徒の所属校に看護

師を配置する。 

全ての児童生徒の適切な

就学を保障する。 

確かな学力の育成・特

別支援教育の推進 

－プラス１支援員配

置事業 

 

特別支援学級の児童及び

発達障害と診断された児

童等、学校生活に支援を

必要とする児童に対し、

支援員を配置する。 

全ての児童に対し学習及

び学校生活全般の適切な

支援が行われる。 

特別支援教育の推進 

－不登校対策推進事

業 

 

不登校児童生徒および保

護者への支援のため、拠

点施設を設置し指導員を

配置する。 

引きこもり、不登校の長

期化が解消される。 

特別支援教育の推進 

－ＳＳＷ活用事業 

 

課題を抱える児童生徒の

様々な環境を洗い出し、

問題解決に向けた保護

者、学校、関係機関への

働きかけを行う。 

課題を抱える児童生徒の

環境改善と保護者や教員

等に対する支援や支援体

制の充実が図られる。 

特別支援教育の推進 

－ＳＣ等活用事業 

 

課題を抱える児童生徒、

保護者や教員に対し専門

的な知識や技術を用いて

助言や援助を行う。 

児童生徒の心の安定が図

られる。教職員の教育相

談への意識、技能が高ま

り、校内支援体制の充実

が図られる。 

小中学校の連携 

－中１ギャップ対策

事業 

 

小学校段階で宿泊合宿や

一日体験入学を実施し、

中学校区ごとの仲間づく

りを行う。 

小・中学校のスムーズな

接続が図られる。 

キャリア教育の推進 

 

キャリア教育の全体計

画、年間指導計画を整備

と計画に沿った系統的・

組織的指導を行う。 

児童生徒に『基礎的・汎

用的能力（「人間関係形

成・社会形成能力」「自己

理解・自己管理能力」「課

題対応能力」「キャリアプ

ランニング能力」）』が養

われ、社会的・職業的自

立に向けて必要となる能

力や態度が育つ。 

生徒会活動の充実 中学校生徒会活動を充

実、活性化させる。 

幡多青少年の家主催「中

生徒の自発的、自治的な

活動が効果的に展開され

る。 
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学生リーダー研修」等へ

の参加支援を行う。 

 

（２）自らの安全を確保し、社会の安全に貢献する児童生徒の育成 

担当：学校教育係 

取  組 内  容 到達目標 

災害安全教育の推進と

防災教育の徹底 

－防災教育の推進 

 

県の事業や専門家への委

託を行い、正しい知識を

身につけ、発達段階に応

じた指導方法や手法を研

究し、黒潮町の防災教育

を体系化する。 

黒潮町の掲げる災害被害

者０の町づくりを支える

児童生徒が育成される。 

災害安全教育の推進と

防災教育の徹底 

－防災アドバイザー

派遣事業 

防災の専門家をアドバイ

ザーとして対象校に派遣

し、防災学習や避難場所

や経路について助言を得

る。 

正しい知識が身に付き、

適切な判断・行動ができ

るようになる。 

災害安全教育の推進と

防災教育の徹底 

－実践的防災教育推

進事業 

県下の拠点校として指定

受け、それぞれの発達段

階に応じた防災教育の指

導方法や手法を研究し実

践する。 

児童生徒がそれぞれに置

かれた状況を把握して自

ら危機回避などの対応が

できるようになる。 

取組の成果を発表するこ

とで、町内の防災意識が

高まる。 

災害安全教育の推進と

防災教育の徹底 

－ふるさとを愛し命

を守る防災教育事

業 

各校で行われる防災教育

を黒潮町の防災教育とし

て体系化する。 

各校に防災主任を位置づ

け、定期的に連絡会を実

施する。 

体系化された防災教育が

取り組まれ、学校から家

庭、地域への波及効果が

うまれる。 

交通安全・生活安全教

育の推進 

学校・家庭・地域・関係

機関との連携を図りなが

ら登下校の見守り、通学

路の点検、防犯教室や交

通安全教室の実施、街頭

指導、広報活動を行う。 

児童生徒の犯罪被害や非

行、交通事故の発生件数

が減少する。 
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（３）教職員の資質・指導力の向上 

担当：学校教育係 

取  組 内  容 到達目標 

教職員の専門性・授業

力の向上 

－黒潮町教育研究会

委託 

小中学校職員で黒潮町教

育研究会を組織し、児童

生徒のため各分野別に研

究を進める。特に中学校

においては、教科部会を

組織し、専門的指導力・

授業力の向上を図る。 

各教職員の資質向上が図

られ、質の高い教育が提

供されるようになる。 

校内研修の充実 各校の研究主題に沿った

校内研修の充実・工夫に

より、個々の教員の指導

力と共に、学校組織とし

ての組織的・体系的な研

修体制が向上する。 

各学校において、教育課

題を解決するための質の

高い校内研修が実施され

る。 

県内外の外部講師の招聘

が年間に複数回なされる

など、校内研修の活性化

が図られる。 

学校組織力の向上 「学校経営計画」をもと

に、様々な教育課題に的

確に対応できるよりよい

学校経営を図る。 

校長のリーダーシップの

もと、全教職員が共通の

目的意識をもち、組織的

な学校経営がなされる。 

生徒指導力の向上 児童生徒理解の深化を図

りながら、全教職員の共

通理解を図り、学校とし

ての協力体制・指導体制

のもとでの生徒指導を行

う。 

学校の教育活動全体を通

じて生徒指導の機能が生

かされた取組が行われ

る。 

児童生徒に自己指導力が

育成される。 

いじめ・不登校問題が改

善する。 

ＩＣＴ活用力の向上 ＩＣＴ機器、デジタル教

材を活用した授業の工

夫・改善等を図る。 

授業の中で、電子黒板や

書画カメラ等の効果的な

活用がなされる。 
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（４）食育教育の推進 

担当：学校給食センター 

取  組 内  容 到達目標 

栄養教諭による給食指

導 

月別目標に添って、学校

別に給食指導をする。 

食べ物で体をつくり、食べ

方で人をつくることを理

解する。 

給食メモ・給食だより

の活用 

給食メモ（毎回）で、 

学校や子どもたちに、食

材の生産者や食物の栄

養などの情報提供をす

る。 

学校給食を通して家庭の

食生活見直し、食と健康に

ついての意識を高める。 

安全な食材の使用拡大 地場産物を優先して使

用し生産者の顔が見え

る学校給食実施する。 

放射能測定検査の実施。 

安全な食材を自分で選択

できる力を育てる。 

給食モニター事業 保護者から選出された

モニター（10人）が、学

期に 1回給食体験し、学

校給食の実態、献立の内

容を評価する。 

学校給食及び食への理解

を深める。 

特産品の活用献立 特産品開発協議会・食生

活改善推進委員と連携

し特産品を使った献立

を考案する。 

地域の食文化、地域固有の

食材を理解する。 

生産者との交流給食会

の実施 

地元生産者と一緒に給

食を実施し生産活動の

話を聞かせてもらう 

生産活動や産物と学校給

食を関連付けて考えるこ

とができる。 
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（５）未来を保障する教育の確立・豊かな人権文化の創造 

担当：人権教育係 

取  組 内  容 到達目標 

黒潮町人教、各関係機

関、団体との連携 

就学前教育・学校教育・

生涯教育における人権教

育の調査研究をし、人権

教育の充実を図るため、

連携を密にし、あらゆる

人権問題の解決に向けて

取り組む。 

同和問題をはじめとする

あらゆる人権問題を解決

するために、町民一人一人

が人権意識・人権感覚を身

につける。 

 

 

黒潮町人権教育推進講

座、研修会、講演会の

実施 

系統立てた講座の実施を

し、あらゆる人権に対して

「気づく」「考える」「行動

する」を講座の骨子とし、

地域の方、教職員など多方

面の人材を講師としてマ

ネジメントし有効かつ内

容の充実した講座を行う。 

社会情勢や、黒潮町の課

題、住民のニーズにあった

研修会・講演会を開催す

る。 

差別のない明るい「黒潮

町」のまちづくりのため、

人権意識を高め、人と人と

の繋がりを大切にできる

人材の育成や、地域に根ざ

し活動できる指導者を増

やす。 

人権教育推進講座は 40名

の参加をめざす。 

研修会・講演会の参加者の

増加。 

 

学校教育における人権

教育の推進 

各中学校区の小学校の人

権教育（同和教育）の標準

化を図る。 

各中学校区の人権教育全

体計画の推進を図る。 

小学校５・６年生の合同フ

ィールドワークの実施を

する。 

「同和」問題学習指導を統

一したものにする。 

黒潮町の子どもたちに、人

権教育（同和教育）の温度

差をなくす。 

人権問題（同和問題）を正

しく学び、考える。 

家庭における人権教育

の推進 

黒潮町内小・中学校でのＰ

ＴＡ人権問題研修会の実

施。 

成人集会等の保護者の学

習会を積極的に開催する。 

学校の学習のみでなく、家

庭でも人権問題（同和問

題）について話し合える環

境をつくる。 
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学校における仲間づく

りの推進 

 

ＱＵ調査やΣ調査なども

活用し、子どもの心の状態

を把握する。 

各種行事や、インターシッ

プを通して、お互いを認め

合い、自己の必要性、他者

を大切にする感情を育む。 

いじめや、不登校の子ども

をなくす。 

自尊感情・自己有用感の向

上を図る。 

子どもたちの人権意

識・人権感覚を磨く実

践力の育成 

教職員が人権教育（同和教

育）の推進に向かい同じベ

クトルを持つ。 

教職員の人権意識・人権感

覚の向上を図り、子どもと

共に学ぶ。 

いじめや問題、課題を自分

のこととして捉えること

ができる日々の教育実践

をする。 

いじめや問題に対して傍

観者の子どもをつくらな

い。 

問題を解決する行動力を

身につける。 

 

 

  



30 

 

（６）社会教育の充実 

担当：生涯学習係 

取  組 内  容 到達目標 

家庭教育支援基盤形

成事業（県補助事業） 

 

・家庭教育学級 

・家庭教育講座 

・朝ごはん料理教室 

・学校行事など 

保育所・学校・家庭・地域

が連携協力し、多くの保護

者が集まる機会を活用し

て、家庭教育関連の学習機

会の効果的な提供を行う。 

保育所、学校などで実施す

る親子で学べる行事が対

象。 

地域社会全体の教育力の

向上を図り、地域の活性化

や子どもが安心してくら

せる環境づくりを推進す

る。 

町民大学 住民の心の豊かさと地域

の活性化を目的として開

講。生涯学習係・消防防災

係・人権啓発係・その他（要

望のある係）でそれぞれ１

講座、計４講座を企画。会

場は大方・佐賀地域で交互

に開催。 

充実した学習機会の提供

により、生涯にわたり学び

続ける教育的風土を定着

させる。 

大方シーサイドはだ

しマラソン全国大会 

はだしで砂浜を走る全国

唯一のマラソン大会。町内

外から１０００名を超え

る参加がある。 

健康保持・増進や体力づく

り意識が高まり、継続的に

スポーツを楽しむ住民が

増加するとともに、スポー

ツを通じた交流と地域の

にぎわいを創出する。 

地域資源を活かしたスポ

ーツを推進することで地

域の魅力を再認識し、郷土

を愛する心を醸成すると

ともに、黒潮町の魅力を町

外に発信する。 

いごっそう･アクアス

ロン大会 

スイムとランの県内唯一

のアクアスロン大会。町内

外から約２５０名の参加

がある。 

ニュースポーツ教室 年齢・性別に関係なくだれ

でも気軽に楽しめるニュ

ースポーツを普及・推進す

る。これまでスポーツ吹

矢、チャンスボールなどを

実施。 

健康保持・増進や体力づく

り意識が高まり、継続的に

スポーツを楽しむ住民を

増加させる。 
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春・秋のウォーキング 春は桜や桃など、秋は紅葉

などのきれいな景色を楽

しみながらウォーキング。

主に四国内でコースを設

定。それぞれ４０名を募

集。 

スポーツ月間 黒潮町体育会主催。毎年１

１月をスポーツ月間と定

め、町民が様々なスポーツ

を気軽に体験できる行事

を実施している。 

健康保持・増進や体力づく

り意識が高まり、継続的に

スポーツを楽しむ住民を

増加させるとともに、町内

スポーツ団体の育成促進

を図る。 

黒潮町わなげ交流大

会 

Ｈ２５年に初めての取り

組み。老人クラブ連合会と

スポーツ推進委員会の共

催。年齢や体力に関係なく

楽しめ、世代を超えた交流

ができる大会を目的に実

施。 

健康保持・増進や体力づく

り意識が高まり、継続的に

スポーツを楽しむ住民を

増加させるとともに、世代

を超えた交流を図る。 

黒潮町グラウンド･ゴ

ルフ大会 

黒潮町グラウンドゴルフ

愛好会の協力により県民

スポーツフェスティバル

黒潮町予選大会として実

施。本大会の上位３０名を

町代表として派遣。 

健康保持・増進や体力づく

り意識が高まり、継続的に

スポーツを楽しむ住民を

増加させるとともに、町内

スポーツ団体の育成を図

る。 

“いつも元気で”ユ

ー・ユーペタンク大会 

黒潮町ペタンク愛好会の

協力により県民スポーツ

フェスティバル黒潮町予

選大会として実施。本大会

の上位４チーム（１２名）

を町代表として派遣。 
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黒潮町子ども会球技

大会 

黒潮町子ども会育成連合

会と教育委員会が主催の

球技交流大会。町内児童を

対象にソフトバレーの部

（約２０チーム、１００

名）とソフトボールの部

（約６チーム、１００名）

で実施。 

スポーツを通じた仲間づ

くり、信頼関係づくりや運

動能力が向上し、健全な心

身を養う。 

黒潮カップ少年サッ

カー大会 

佐賀少年サッカークラブ

と教育委員会が主催の少

年サッカー大会。２日間の

日程で１日目は６年生以

下（約１８チーム、２００

名）、２日目は３年生以下

（約１５ﾁｰﾑ、１５０名）

で実施。 

スポーツを通じた仲間づ

くり、信頼関係づくりや運

動能力が向上し、健全な心

身が養われるとともに、町

内スポーツ団体の育成を

図る。 

くろしお杯球技大会 教育委員会と町内のクラ

ブチームが主催の球技（バ

レーボール及びソフトボ

ール）大会。２日間の日程

で県内外から参加チーム

を募り実施。 

バレー（約２０チーム、２

００名）ソフト（約１６チ

ーム、２５０名） 

黒潮町少年剣道大会 幡多地区の剣道クラブ１

０団体が参加。幡多剣道連

盟と共催。黒潮町一心会が

大会運営の中心。 

黒潮町ジュニアバス

ケットボール大会 

幡多地区のバスケットボ

ールクラブ５団体が主な

参加チーム。町内の小学校

にも声をかけているが例

年参加はほぼない。 
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黒潮町少年駅伝大会 黒潮町子ども会育成連合

会と教育委員会が主催の

駅伝大会。佐賀保育所前か

ら明神水産の６区間の周

回コースで、町内外から約

５０チーム３００名の児

童が参加。 

スポーツを通じた仲間づ

くり、信頼関係づくりや運

動能力が向上し、健全な心

身を養う。 

黒潮町マラソン大会 小学生の部、一般の部に町

内外から約３００名が参

加。土佐西南大規模公園体

育館前をスタート・ゴール

としたコースで、年齢や性

別により８つのカテゴリ

ーに分かれている。 

スポーツを通じた仲間づ

くり、信頼関係づくりや運

動能力が向上し、健全な心

身を養うとともに、健康保

持・増進や体力づくりの意

識が高まり、継続的にスポ

ーツを楽しむ住民がを増

加させる。 黒潮町駅伝大会兼四

国のみち駅伝大会 

中学生以上の方で、地域・

職場・グループ等でチーム

を構成する駅伝大会。 

土佐西南大規模公園（佐賀

地区）をスタートし国道・

町道を通り、土佐西南大規

模公園（大方地区）ゴール

の５区間のコース。 

黒潮町スポーツ賞表

彰 

町の体育スポーツの普及

振興に顕著な功績をあげ

た個人および団体を黒潮

町体育会が表彰する。 

活動意欲の向上やスポー

ツの普及振興につなげる。 

公民館活動 実際生活に即する教育、学

術及び文化に関する各種

事業を行い、住民の教養の

向上、健康の増進、情操の

純化を計り、文化生活の振

興、社会福祉の増進に寄与

する。 

佐賀分館（本館）、伊与喜

分館、拳ノ川分館、鈴分館

において、主に地域の盆行

事、運動会などを実施。 

地域住民のつながりやコ

ミュニケーションの活性

を図る。 
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社会教育団体との連

携（生涯学習事業） 

関係団体（社会教育委員

会、婦人会、スポーツ推進

委員会、体育会等）と協

力・連携し、生涯学習事業

に取り組む。 

協力・連携することによ

り、生涯学習事業の一層の

充実を図る。 

 

（７）文化の振興 

担当：生涯学習係 

取  組 内  容 到達目標 

大方あかつき館・図書

館・上林暁文学館の管

理運営 

上林暁をはじめとするさ

まざまな企画展や、図書館

を活用した事業を広く展

開する。 

Ｈ２５年度より外部に業

務委託しており、専門的で

創意工夫をこらした運営

を実施する。契約期間は３

年。 

自主的な学習活動の基点

となる文化施設として、地

域住民に親しまれる運営

が確立する。 

お話玉手箱 Ｈ１３年に「みんなで作ろ

う紙芝居」をテーマにボラ

ンティアによる事業が開

始。主に町内に伝わる昔話

を題材にした紙芝居を作

成・公演を行う。紙芝居は

毎年１作品ずつ作成し、公

演は年に数回実施してい

る。 

紙芝居を１年に１作品作

成する。 

町内小中学校や地域行事

などにおいて年間５回程

度講演を行う。 

あかつき賞 上林暁の業績を顕彰し、町

の教育文化の発展と向上

を図ろうと結成した上林

暁顕彰会が活動の一環と

して実施。町内児童生徒の

文詩集「黒潮」の中から優

秀作品を選び表彰する。 

児童生徒の考える力や表

現力の向上につなげると

とともに、郷土の文学者、

上林暁の功績を知り文学

作品に触れる機会を増や

す。 
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実用書道教室 文化教室の一環。実用性の

高い細字書道を実施。参加

料無料（必要物品は参加者

負担）定数２５名。 

芸術・文化活動を活性化

し、技術向上とコミュニケ

ーションが活発になる。 

佐賀文化展 小・中学校の書画・絵画・

写真・書道・生け花などや

刺しゅう・パッチワークな

どの手芸作品の展示。 

会場は総合センター。 

優れた作品の鑑賞により

情操豊かな子どもを育て、

芸術・文化活動を活性化す

ることにより、技術向上と

コミュニケーションが活

発になる。 大方の秋まつり 「心のふるさとをとりも

どそう」をテーマに実行委

員会を組織して開催。美術

展・お茶会・舞台芸能・出

店などの複合イベントで、

経費は黒潮町文化協会が

負担する。 

会場はふるさと総合セン

ター及びあかつき館。 

黒潮町文化財探訪ツ

アー 

地域の文化財についての

親しみを増やしていただ

くとともに、文化財保護行

政についてより一層の理

解を深めていただく機会

とする。町内住民を対象に

２５名を募集。 

文化財への関心を高め、保

護・継承につなげる。 

国県指定文化財巡視

事業 

県下に所在する文化財を

県指定の指導員とともに

巡視を行い、文化財の状況

を常時把握し保存管理に

万全を期する事業。 

現状を把握することで、保

存管理対策を十分に行う。 

黒潮町史編纂事業 合併後１０年の節目を迎

えることから、黒潮町史を

発刊する。 

３年計画。 

黒潮町史の発刊。 
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社会教育団体との連

携（文化振興事業） 

関係団体（社会教育委員

会、婦人会、文化協会等）

と協力・連携し、文化振興

事業に取り組む。 

協力・連携することによ

り、文化振興事業の一層の

充実を図る。 

 

（８）青少年健全育成活動の推進 

担当：生涯学習係 

取  組 内  容 到達目標 

少年補導育成センタ

ー 

青少年に対する補導活動

並びに子ども会等の育成

指導を総合的かつ効果的

に行い、青少年の健全な育

成を図る。 

学校、家庭、地域が連携し、

地域全体で子どもたちの

健全な成長を育む体制を

確立する。 

児童生徒の犯罪被害や非

行をゼロにする。 

スクールガードリー

ダー事業 

子どもたちが安全で安心

して教育を受けられるよ

う、学校や通学路における

子どもの安全を確保する

ため、学校、家庭及び地域

の関係機関・団体が連携を

図り、地域社会全体で学校

安全に取り組む体制を整

備する。 

町内小中学校にスクール

ガードリーダーを配置し、

地域ぐるみで効果的・継続

的に実施する。 

児童生徒の事件や事故を

ゼロにする。 

子ども広場 町内小学生を対象に他校

の児童との交流等を目的

に実施。 

川遊びや磯遊び、三世代交

流などの校外活動を企画。 

子どもたちの自主性、社会

性、協調性を養い、他校児

童との交流を図る。 

黒潮町成人式 対象は町内在住者または

町内小中学校卒業者（中国

人衣服製造業者、インドネ

シア人漁業研修生を含む）

で、毎年約１２０名が出

席。 

式典では町関係者による

記念行事も企画している。 

成人としての自覚を身に

つけさせる。 
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わんぱくスキー教室 町内小学生（５・６年生）

対象に愛媛県久万スキー

場で実施。 

高知県スキー連盟の指導

のもとスキーの基本技術

を習得し、他校児童との交

流を図る。 

スキーの基本技術を習得

し、他校児童との交流が図

られる。 

 

（９）国際化社会への対応 

担当：生涯学習係 

取  組 内  容 到達目標 

海外派遣事業 

（ニュージーランド） 

時代の変化に対応した広

い視野と国際性豊かな感

性をもった若者の育成を

目的とする。ニュージーラ

ンドに中学生１２名を派

遣し、ホームステイ、現地

見学、学校訪問、異文化体

験を実施。フェアフィール

ド中学校と交流。 

コミュニケーション能力

と豊かな国際感覚を養う

とともに、ふるさとを見つ

め直し、愛する心を育て

る。 

 

国際交流事業 ニュージーランドフェア

フィールド中学校の生徒

が黒潮町を訪問し、地域住

民と交流する。各種体験学

習、ホームステイ、学校訪

問（大中・佐中）、日本文

化体験を実施。 

ワールドクッキング 料理を通して楽しく異国

の言葉や文化に触れるこ

とで、外国語や異文化に慣

れ親しむ。 

外国語や異文化に興味を

持つとともに、日本文化へ

の関心を高める。 
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６６６６    計画の進捗と管理計画の進捗と管理計画の進捗と管理計画の進捗と管理    

    

  （１）役割分担と協働 

 計画を総合的に推進していくためには、家庭、地域、保育所・学校、行政な

ど各主体がそれぞれの役割を果たし、協働して取り組むことが必要である。 

 そのための各主体に期待する役割は以下のとおりである。 

 

①家庭の役割 

家庭は子どもの成長、基本的な生活習慣、豊かな情操、社会的マナーを身に

つける上で、重要な場であり、すべての教育の原点である。 

基本的な生活習慣の育成は本来家庭の役割であり、規則正しい生活習慣、あ

いさつなど社会の中で生きていくうえでの基本を教えるために家庭教育の充実

が求められる。 

子どもは様々な体験を通じて人としての基礎が形成される。学校や地域の諸

活動に参加し、地域の活性化に協力するなど、主体的、積極的な生涯学習活動

に参加することが求められている。 

 

②地域の役割 

地域の子どもは地域全体の財産である。地域ぐるみで育てる視点に立ち、子

どもたちの育成に取り組むことが求められる。 

そのために各家庭の教育活動や子育て活動を地域一丸となって支援すること

が重要である。また我が家の子どもが学校に通っているいないに関わらず、学

校の各種教育活動に参画し、学校運営の充実に協力するなど、地域ぐるみ教育

の推進が求められている。 

 

③学校の役割 

学校は、家庭や地域と連携し、知（確かな学力）、徳（豊かな心）、体（健や

かな体）のバランスがとれた児童生徒を育成しなければならない。 

 そのためには、まず教職員の資質・指導力の向上が求められる。教員は、児

童生徒のよき理解者として寄り添いながらも、教育者としての自覚のもと、高

い意識と使命感を持って児童生徒と向き合い、一人一人が持つ可能性を最大限

に引き出す責任がある。 

 

④行政の役割 

町（教育委員会）は、計画の推進主体として施策の総合調整機能を発揮し、

取り組みを積極的に進めなければいけない。 

計画が効果的、効率的に推進されるために、普及、啓発や指導、研修など、
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各主体の連携と協働を促進するための取り組みを行わなければいけない。 

また、町民が生涯にわたって学び、実践し成果を活かすことができる社会を

実現するための学習環境の整備と活動の支援体制の強化に取り組まなければな

らない。 

 

  （２）事業の点検と評価 

 計画で掲げたそれぞれの施策については、毎年度策定の「教育行政方針」に

おいて進捗状況の点検と評価を行うことを通じ、計画の着実な推進を図る。 

 

  （３）計画の見直し 

 計画の中間年度となる 28 年度にそれまでの取り組みの評価、検証を行うとと

もに、社会全体の変化が激しく先行き不透明な社会に移行していることを踏ま

えれば、検証改善の中で計画策定時には予想もされなかった課題が浮上するこ

とが考えられる。 

 計画に沿って教育施策を推進することが原則であるが、社会の変化を的確に

とらえ、迅速かつ適切に新たな課題に対応することも求められる。 

 その際には、必要に応じて計画の見直しを行う。 
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黒潮町教育振興基本計画策定委員 

平成 25 年 11 月～平成 26年 3 月 

益永 隆雄 
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黒潮町社会教育委員 
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西村 優美 
元青年海外協力隊（モンゴル） 

NPO 砂浜美術館職員 

山下 一夫 黒潮町教育委員長 

土居 雄人 黒潮町立佐賀中学校 PTA 会長 

松本 広一 
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文野 友喜 
拳ノ川小学校校長 

黒潮町小中学校長会会長 

広井 紳一 
佐賀中学校校長 

黒潮町小中学校長会副会長 

 

 

事務局 
  

畦地 和也 教育次長 

國友 広和 学校教育係長 

渡辺 健心 生涯学習係長 

村越 志麻 人権教育係長 

宮川 由記 佐賀学校給食センター所長 

中屋  光代 教育研究所研究員 

清水 幸賢 研修指導員 
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