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は じ め に

現在、少子化、情報化、グローバル化などの進行に伴い、子どもたちを取り

巻く環境は常に変化し、将来の予測が困難な状況にあります。県教育委員会で

は、このような状況や課題を的確にとらえた上で、とちぎの子どもたちが未来

に夢や希望を描き、それを実現できる力を培えるよう、平成28(2016)年２月に

「栃木県教育振興基本計画2020－教育ビジョンとちぎ－」を策定し、平成28

(2016)年度から令和２(2020)年度の５年間における本県教育行政の基本方針を

示しました。

本報告書は、効果的な教育行政を一層推進するとともに県民への説明責任を

果たす趣旨から、平成30(2018)年度における県教育委員会の事業の執行状況等

について自ら点検及び評価を行い、それをまとめたものです。

この点検・評価については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第

26条第１項に「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに、公表しなければならない」とあり、この規定に基づ

いて本報告書を作成し、公表するものです。更に同条第２項の「点検及び評価

を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るもの

とする」という規定に基づき、点検・評価の客観性を確保するため有識者によ

る検討会議を設置して、委員の皆様から様々な御意見をいただきながら点検・

評価を行いました。

県教育委員会としては、この点検・評価を十分に踏まえ、「栃木県教育振興

基本計画2020－教育ビジョンとちぎ－」の基本理念である「とちぎから世界を

見つめ 地域とつながり 未来に向かって ともに歩み続ける人間を育てま

す」の実現に向けて教育施策の着実な推進に努めて参りたいと考えております。

今後とも、県民の皆様には、この基本理念の実現と栃木県の教育・文化・ス

ポーツの充実・発展のために、御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

令和元(2019)年９月

栃木県教育委員会
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Ⅰ 本県における「教育委員会の点検・評価」について

１ 目 的

栃木県教育委員会(以下｢教育委員会｣という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況に

ついて点検・評価を行いその結果を公表することにより、本県における教育行政の適切かつ効

果的な執行等を一層推進するとともに、県民への説明責任を果たすことを目的とする。

２ 対 象

「栃木県教育振興基本計画2020－教育ビジョンとちぎ－」(以下「ビジョン」という。)の施

策体系(２ページ参照)の３つの基本目標及び基本施策推進のための教育環境づくりごとに、新

規事業を含む平成30(2018)年度の主な事業の執行状況、推進指標の進捗状況並びに教育委員会

の活動状況について点検・評価を実施する。

３ 報告書の構成

点検・評価の結果をまとめた本報告書は、以下の内容で構成した。

(1) 主な事業：ビジョンの３つの基本目標にそれぞれ関連の深い15の基本施策及び基本施策推進の

ための教育環境づくりの５つの施策について、その目的及び実施状況を掲載

(2) 推進指標：ビジョンに示した18の推進指標を掲載(基準値と平成27(2015)年度の数値が異な

るものは、平成26(2014)年度の数値を基準値としている。)

(3) 点検・評価及び今後の対応方向：平成30(2018)年度の主な事業についての点検・評価(○)

及び今後の対応方向(

△

)の概要を掲載

(4) 検討会議委員からの主な意見：第三者から構成される検討会議の委員からいただいた御意

見のうち、主なものを掲載

４ 検討会議の設置

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第２項「点検及び評価を行うに当たっては、

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする」に基づき、以下の構成員によ

る検討会議を設置する。

(50音順)

選 出 分 野 氏 名 所 属 等

小学生、中学生又は高校生の保護者 揚石 哲司 氏 栃木県ＰＴＡ連合会副会長

大学等の専門的な識見を有する者 伊東 明彦 氏 宇都宮大学教育学部教授

生涯学習分野の知識を有する者 伊吹 桂子 氏 県家庭教育オピニオン連合顧問

小学校又は中学校の校長経験者 川村 滋 氏 元宇都宮市立宮の原小学校長

高等学校又は特別支援学校の校長経験者 林 信夫 氏 元県立栃木特別支援学校長

５ 議会への提出及び公表

県議会に報告書を提出(令和元(2019)年９月)するとともに、教育委員会のホーム

ページ「栃木県教育委員会 とちぎの教育」に掲載し、公表する。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kyouiku/kyouikuiinkai/seido/index.html
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「栃木県教育振興基本計画2020－教育ビジョンとちぎ－」の施策体系

１ 教員の資質・能力の向上 ２ 学校の指導体制の整備

３ 社会の変化に対応した
特色ある学校づくり

４ 学校施設・設備の整備と
学校の安全管理

５ 青少年教育施設と
スポーツ施設の整備

とちぎから世界を見つめ
地域とつながり 未来に向かって
ともに歩み続ける人間を育てます

６ 自分の生き方を考える
教育の充実

11 人権尊重の精神を
育む教育の充実

７ 地域についての理解を
深める教育の充実

８ 伝統や文化に関する
教育の充実

12 県民一人一人の
生涯学習への支援

13 学校・家庭・地域の
連携による教育の充実

９ グローバル化に対応した
教育の充実

14 地域全体で支える
家庭教育への支援

10 社会に参画する力を育む
教育の充実

15 スポーツを通じた
教育の充実

３つの基本目標

基本理念

基本施策推進のための教育環境づくり

学びの基盤
をつくる

育ちあえる絆
をつくる

志を立て未来
をつくる

１ 確かな学びを育む
教育の充実

２ 豊かな心を育む
教育の充実

３ 健やかな体を育む
教育の充実

４ 特別支援教育の充実

５ 幼児教育の充実

１５ の 基 本 施 策



【基本目標】 【基本施策】 【点検・評価の対象事業】　　　　              ☆：新規事業

１　確かな学びを育む教育の充実 ①高校生学力向上総合支援事業  

③とちぎっ子学力アッププロジェクトの推進

２　豊かな心を育む教育の充実 ①道徳教育総合支援事業 一部☆
②子どもの読書活動の推進事業 一部☆
③学業指導の充実
④いじめ・不登校等対策チームの充実
⑤栃木県いじめ問題対策連絡協議会
⑥栃木県いじめ問題対策委員会
⑦家庭・地域いじめ対策教育支援事業
⑧スクールカウンセラー等活用事業

３　健やかな体を育む教育の充実 ①学校における運動部活動の充実 一部☆
②とちぎ元気キッズ育成事業　等
③生涯を見通した健康教育の充実 一部☆
④健康な心身を育むための食育の推進 一部☆
⑤地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
⑥安全教育指導者研修

４　特別支援教育の充実 ①特別支援教育の充実
②職業教育指導体制の強化

５　幼児教育の充実 ①幼児教育推進事業

６　自分の生き方を考える教育の充実 ①キャリア形成支援事業
②とちぎ子どもの未来創造大学推進事業
③とちぎの高校生「じぶん未来学」推進事業

７　地域についての理解を深める教育の充実 ①ふるさととちぎを学ぶ機会の充実

８　伝統や文化に関する教育の充実 ①児童生徒文化活動振興事業
②埋蔵文化財の展示・教育普及活動
③文化財保存事業
④とちぎ“いにしえの回廊”づくり事業
⑤遺跡発掘調査の実施
⑥日光杉並木街道保護事業

９　グローバル化に対応した教育の充実 ①グローバル人材育成事業

10  社会に参画する力を育む教育の充実 ①地域づくりへの参画を促す取組の充実

11  人権尊重の精神を育む教育の充実 ①人権教育推進体制の充実に向けた支援
②人権教育指導者の養成と資質・能力の向上
③学習内容及び方法の改善・充実と啓発の推進

12  県民一人一人の生涯学習への支援 ①栃木県生涯学習推進計画五期計画の推進
②とちぎ県民カレッジの推進
③生涯学習ボランティアの推進
④アカデミアとちぎ推進事業

13  学校・家庭・地域の連携による教育の充実 ①ふれあい学習推進事業
②地域教育コーディネーター養成事業
③社会教育主事講習への派遣

14  地域全体で支える家庭教育への支援 ①家庭教育の学習機会の充実
②家庭教育支援の基盤づくり

15  スポーツを通じた教育の充実 ①とちぎ広域スポーツセンター事業
②「とちぎスポーツフェスタ」の開催
③国体に向けた競技力の向上
④栃木県オリンピック・パラリンピック教育推進事業 ☆

【基本施策推進のための教育環境づくり】

１　教員の資質・能力の向上 ①教職員の人材確保
②教員の指導力向上に向けた研修の充実
③とちぎの教育未来塾
④教職員の保健管理の充実

２　学校の指導体制の整備 ①栃木の新少人数学級推進事業 一部☆
         ～とちまる・いきいき・スマイルプラン～
②学校における働き方改革 ☆

３　社会の変化に対応した特色ある学校づくり ①魅力ある県立高校づくりの推進 一部☆

４　学校施設・設備の整備と学校の安全管理 ①県立学校の施設・設備の整備
②公立小・中学校施設の整備促進

５　青少年教育施設とスポーツ施設の整備 ①青少年教育施設の整備
②スポーツ施設の整備

志
を
立
て
未
来
を
つ
く
る

点検・評価の平成30(2018)年度対象事業

育
ち
あ
え
る
絆
を
つ
く
る

学
び
の
基
盤
を
つ
く
る

②新教育課程説明会（小・中・義務教育学校）
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Ⅱ 教育に関する事務の執行状況の点検及び評価

学びの基盤をつくる

知・徳・体の調和のとれた発達を促すことによって

生涯にわたって学び続ける力を育みます

１ 主な事業

(１) 基本施策１ 確かな学びを育む教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①高校生学力向上総合支援事業

[目的] [実施状況]

生徒の主体的・協働的な学習を通じて、生 ・スタディ・フロンティア推進事業(全日制)

徒自らが課題を発見し仲間と協力して解決を 「コア・スクール」プラン(※1)(３年間)

見出していくために必要な思考力・判断力・ 平成28(2016)～平成30(2018)年度指定校：４校

表現力等を育成するとともに、コミュニケー 平成29(2017)～令和元(2019)年度指定校：３校

ション力等の人間関係力や、地域課題に積極 平成30(2018)～令和２(2020)年度指定校：３校

的に取り組む意欲や社会参画力を養う。 「アクティブ・スクール」プラン(※2)

平成30(2018)年度指定校：７校

・定通生学力アップ支援事業(定時制・通信制)

「ラーニング・スキルアップ」プラン(※3)

平成30(2018)年度指定校：１校

「ライセンス・アップ」プラン(※4)

定時制・通信制の県立高校 全10校

②新教育課程説明会(小・中・義務教育学校・高等学校)

[目的] [実施状況]

新学習指導要領の趣旨及び内容の説明を行 ・新教育課程説明会(小・中・義務教育学校)

い、小・中・義務教育学校における新教育課程 の実施

の適切な編成･実施に資する。 内容：新学習指導要領に基づく総則、道徳、

また、高等学校においても、新学習指導要 外国語教育についての説明

領について、その趣旨の説明及び必要な研究 対象：各小・中・義務教育学校の校長及び

協議を行い、高等学校教育の改善及び充実を 教員

図る。 参加者：4,014名

・新教育課程説明会(高等学校)の実施

内容：学習指導要領改訂の趣旨、各学科に

共通する教科等及び職業教育に関す

る教科の改定内容等についての説明

参加者： 171名

(※1) 課題研究を中心として生徒の課題解決力・社会参画力等を総合的に育成する３年間のプラン。

(※2) 生徒の現状を踏まえ、各学校が育成すべき能力及び取組内容を重点化して行う１年間のプラン。

(※3) 定時制・通信制における基礎学力の定着や学習意欲の向上を図る１年間のプラン。

(※4) 検定試験合格や資格取得を目指して頑張る生徒を支援するプラン。

基本目標
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③とちぎっ子学力アッププロジェクトの推進

[目的] [実施状況]

とちぎっ子学習状況調査を要として、義務教 ・平成30(2018)年度とちぎっ子学習状況調査の実施

育９年間の学びの連続性を重視した本県独自の 参加校：525校 参加人数：48,538名

学力向上システムを構築し、児童生徒一人一人 ・学力向上応援団の派遣

の学力向上を図る。 10名を177校に派遣、延べ883回派遣

・学力向上推進リーダーの配置 19市町に配置

・調査結果活用研修会の実施

参加校：538校 参加者：556名

・調査結果活用説明会の実施

参加者：105名(県・市町教委指導主事)

・学力検証委員会の開催(３回)

プロジェクトの検証及び改善

・教員用指導資料の作成・配布

国語資料：1,300部 算数資料：1,300部

・保護者用リーフレットの作成・配布

小学校：約52,000部 中学校：約34,000部

・問題検討委員会の開催(５回)

(２) 基本施策２ 豊かな心を育む教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①道徳教育総合支援事業

[目的] [実施状況]

児童生徒や学校、家庭、地域等の実態を踏ま ・「特色ある道徳教育支援事業」研究指定校

え、創意工夫を生かした道徳教育を推進するた (小学校２校、中学校１校)

めの研修や実践研究を行い、その成果を普及す ・道徳教育応援チーム派遣による学校支援(中学校３校)

るとともに、「教え育てる道徳教育」(※5)を推 ・道徳教育推進教師等研修会の開催(２回)

進することにより学校における道徳教育の充実 ・「道徳教育応援チーム派遣事業」実践校及び

を図る。 研究指定校の取組リーフレットの作成・配

布(14,400部)

☆「教え育てる道徳教育」中学校保護者向け

リーフレットの作成・配布(58,500部)

②子どもの読書活動の推進事業

[目的] [実施状況]

「栃木県子どもの読書活動推進計画」に基 ・栃木県子どもの読書活動推進協議会の開催(２回)

づき、家庭、地域、学校等がそれぞれの役割 ☆「栃木県子どもの読書活動推進計画(第四期)」

に応じて子どもの読書活動推進に取り組むこ 策定部会の開催(３回)及び四期計画策定

とができるよう、連携・協力体制を発展させ ・市町・学校等子どもの読書活動推進担当者

るとともに、発達の段階に応じた効果的な取 会議の開催

組を実践することで、県内全ての子どもたち ・読書ボランティア等活動交流会の開催

が、あらゆる機会や場所において、自主的に

読書活動を行うことができるようにする。

(※5) 規範意識や責任感、思いやりなど、教えるべきことをしっかり教え、道徳の時間を中心に考えさせることに

より、児童生徒の道徳性を育てることを目的とした取組のこと。
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・子どもの読書ボランティア指導者スキルア

ップ研修の開催(５日間)

受講者：延べ64名

・家読(うちどく)(※6)推進事業の実施

啓発資料「家読＠とちぎ」の発行

子どもの読書活動推進フォーラムの開催

参加者：110名

・高校生読書活動推進事業の実施

読書コンシェルジュ(※7)の育成･任命：54名

啓発資料「高校生におすすめの本30冊VOL.２」の発行

全国高等学校ビブリオバトル(※8)2018栃木

県大会(県央高校生読書交流会)の開催

参加者：145名

所属学校や地域での読書普及の活動

③学業指導の充実

[目的] [実施状況]

教師用指導資料「学業指導の充実に向けて」 ・研修会、学校訪問等を通した周知・啓発

の各種研修等での活用等を通して、開発的・予 ・児童・生徒指導推進中央研修会での周知・

防的な児童・生徒指導の推進を目指す。 啓発

・児童・生徒指導推進地区別研修会での周知

・啓発 (教育事務所単位で各１回 計７回)

・初任者研修等での周知・啓発

④いじめ・不登校等対策チームの充実

[目的] [実施状況]

各教育事務所に設置し、管内の市町教育委員 ・学校訪問(延べ1,087回)

会と連携しながら、学校訪問、電話相談、研修 ・電話対応(455件)

会の実施等を通した学校支援を行うことによ ・いじめ防止、相談窓口の周知に関するリー

り、いじめをはじめとする問題行動や不登校等 フレットの作成・配布(205,000部)

に対する各学校の指導体制を充実させる。

⑤栃木県いじめ問題対策連絡協議会

[目的] [実施状況]

いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防 ・連絡協議会の開催(２回)

止等に関係する機関及び団体の連携を図るた ６月11日、２月１日

め、条例により栃木県いじめ問題対策連絡協議

会を設置する。

(※6) 家族で読んだ本について話し合ったり、好きな本を紹介し合ったりするなど、読書習慣を共有し、コミュニ

ケーションを図ることで、読書活動の活性化と家族の絆を強める取組のこと。

(※7) 本県では、「読書の案内人」の意味で用いており、同世代の仲間たちに、読書の意義や、新しい楽しみ方など

を伝えていく読書活動推進リーダーのこと。

(※8) 「書評合戦」と呼ばれ、制限時間内でお勧めの本をプレゼンテーションし合い、より読みたくなった本はど

れかを競う取組のこと。
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⑥栃木県いじめ問題対策委員会

[目的] [実施状況]

いじめ防止対策推進法に基づき、県立学校に ・対策委員会の開催(定例会１回、臨時会２回)

おけるいじめの防止等のための対策に関する審 定例会 ６月21日

議等を行うため、条例により栃木県いじめ問題 臨時会 11月20日、３月28日

対策委員会を設置する。

⑦家庭・地域いじめ対策教育支援事業

[目的] [実施状況]

いじめを許さない環境づくりを社会全体で ・県民大会宣言、スローガン・ロゴマークを

行うとともに、家庭教育においていじめの防 活用したチラシによる普及・啓発

止につながる親子の交流活動を推進し、心豊 ・「いじめ防止に向けた親子のコミュニケー

かで健やかな子どもを育む。 ション促進事業」の実施(２団体に委託)

⑧スクールカウンセラー等活用事業

[目的] [実施状況]

スクールカウンセラーを配置することによ ・スクールカウンセラーの配置

り、各校における相談体制を充実させるととも 小学校300校、中学校149校、高等学校15校

に、教員一人一人の相談対応能力の向上を図る。

(３) 基本施策３ 健やかな体を育む教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①学校における運動部活動の充実

[目的] [実施状況]

運動部活動の適切な運営と充実した指導がで ・運動部活動補助員の派遣

きるよう、研修会等を通して指導者の資質向上 中学校：69校146部 高等学校：37校 76部

を図るとともに、外部指導者の派遣を行うこと 合計：106校222部

で、生徒の発達の段階や競技レベルに応じた、 ・運動部活動指導者研修会の実施

安全で効果的な指導が実践できるようにする。 実技指導者研修会(サッカー・ソフトボール)

延べ４日実施(各競技２日ずつ) 参加者：34人

指導力向上研修会

講師：望月浩一郎氏(虎ノ門協同法律事務所長)

「これで防げるスポーツ事故 事故例・

判例から学ぶ事故防止のポイント」

参加者：111人(顧問49人､補助員62人)

リスクマネジメント研修会

講師：日比野幹生准教授(日本体育大学)

｢運動部活動におけるリスクマネジメント｣

講師：山内則男氏(日本スポーツ振興センター)

「運動部活動におけるケガや事故について」

参加者：88人

・「中学校・高等学校運動部に関する調査」

☆「栃木県運動部活動の在り方に関する方針」作成・公表

☆県運動部活動方針保護者啓発リーフレット

作成・配布(公立中・高等学校保護者)110,000部

☆｢運動部活動指導の手引」作成・配布(県内

中学校・高等学校運動部各２部（正・副顧問）
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②とちぎ元気キッズ育成事業 等

[目的] [実施状況]

生涯にわたり運動に親しむ資質や能力の基礎 ・「体力向上啓発リーフレット」の作成・公

を育むため、幼少期からの運動習慣の形成に向 立小学校の児童への配布(105,000部)

けて、発達の段階に応じた適切な運動を行わせ ・体力つくり奨励賞の表彰

ることにより体力の向上を図る。 幼稚園・保育園等：３園 小学校：13校

・プロスポーツチームとの交流(３チーム)

参加者：延べ211名

・総合型地域スポーツクラブの指導者を小学

校へ派遣(24か所)

参加者：延べ752名

・体力向上サポート研修の開催

参加者：延べ105名

③生涯を見通した健康教育の充実

[目的] [実施状況]

保健主事や養護教諭へ児童生徒の実態に即し ・保健主事研修会の開催 参加者：590名

た研修を実施し、健康教育の推進を図る。 ・県立養護教諭研修会の開催 参加者：68名

専門医等を学校に派遣し、健康教育や医療教 ・健康教育研究大会の開催 参加者：192名

育を実施することにより、健康な生活習慣の定 ・健康づくりのための専門家派遣事業の実施

着に努める。 (４校)

健康教育を推進する取組や指導事例を掲載 ・性に関する専門医等派遣事業の実施(84校)

した参考資料を作成・配布し、学校における ・薬物乱用防止教育推進事業の実施

指導の充実を図る。 薬物乱用防止教室研修会の開催

参加者：143名

薬物乱用防止教育に関する指導プログラム集

の作成・配布(750部)

☆栃木県がんの教育総合支援事業の実施

授業研究会の開催(２校)

「栃木県のがん教育」リーフレットの作成

・配布(7,000部)

④健康な心身を育むための食育の推進

[目的] [実施状況]

栄養教諭・学校栄養職員等へ児童生徒の実態 ・栄養教諭、学校栄養職員等研修会の開催

に即した研修を実施し、食育の推進を図る。 参加者：231名

先進的な取組等の情報提供や家庭向け啓発資 ・学校給食主任研修会の開催 参加者：235名

料等の活用により、学校・家庭・地域が連携し ・「食に関する指導の全体計画」の作成

た食育推進体制づくりを支援する。 公立の給食実施校：100％

・食育推進啓発事業の実施

「絵画ポスターコンクール」(応募数：2,631点)

☆つなげる食育チャレンジ推進事業の実施

事業報告書の作成及びホームページ掲載
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⑤地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

[目的] [実施状況]

防犯の専門家等による巡回指導と評価の実施 ・スクールガード・リーダー(※9)の配置

や学校安全ボランティア(スクールガード)の養 (89校区)

成研修を実施することにより、児童生徒の登下 ・新規スクールガード・リーダー育成講習会

校時の安全確保を図る。 の実施

受講者：41名

⑥安全教育指導者研修

[目的] [実施状況]

小・中・義務教育学校及び県立学校の教員に ・災害安全を中心とした学校安全全般に関し、

対して、学校安全(交通安全、生活安全、災害 関係機関と連携した研修会の実施

安全)に関する研修を行い、学校における安全 対象：小・中・義務教育学校及び県立学校の教員

教育の充実、安全管理の徹底を図る。 参加者：599名

(４) 基本施策４ 特別支援教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①特別支援教育の充実

[目的] [実施状況]

公立小・中・義務教育学校の管理職に対する ・特別支援教育研究会

特別支援教育に関する法令・制度を踏まえた校 参加者：公立小・中・義務教育学校の教頭276名

内支援体制についての理解促進と特別支援学級 会場：特別支援学校９校

担当教員に対する実践的な指導力向上を図る。 ・特別支援教育学習指導研修

また、発達障害のある生徒が高等学校卒業後 参加者：公立小・中・義務教育学校の特別

も適切な支援を受けられるようにするため、進 支援学級担当２年目の教員111名

路先への引継ぎの在り方について実践研究を行 会場：特別支援学校12校

い、支援体制の構築を図る。 ・高等学校における支援情報の引継ぎに関す

る調査研究

協力校：２校

②職業教育指導体制の強化

[目的] [実施状況]

企業等との連携により、実践的な職業教育 ・企業等の職員を講師とする職業教育の授業

の指導の充実を図る。 検討会等

就労支援コーディネーター(※10)の配置によ 宇都宮青葉高等学園：112回

り、実習･就職先企業の開拓を進め、県全体の 他の特別支援学校 ：各校６回

就労支援体制の構築を図る。 ・就労支援コーディネーターの配置

実習･就職先企業の開拓：実習承諾289事業所

(※9) 児童生徒の登下校時の見守り活動などを行う学校安全ボランティア(スクールガード)の指導的立場となる警察

官ＯＢや防犯の専門家等のこと。県では、各中学校区に配置し学校の安全体制の整備に努めている。

(※10) 特別支援学校において、高等部生徒の実習・就職先企業の開拓等の業務を行う職員のこと。



- 10 -

(５) 基本施策５ 幼児教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①幼児教育推進事業

[目的] [実施状況]

幼稚園・認定こども園・保育所・小学校・義 ・幼小ジョイントプロジェクト

務教育学校の連携を図りながら、幼児期から児 内容：県内１市町を指定し、幼稚園・認定

童期への円滑な接続と幼児期にふさわしい教育 こども園・保育所・小学校の教職員が

環境を整備する。 合同で保育・授業を参観、協議

指定市町：鹿沼市

・幼小連携推進者養成研修 参加者：40名

・合同研修

対象：幼稚園・認定こども園・保育所・

小学校・義務教育学校の教職員

参加者：534名

・教育・保育アドバイザー事業

派遣件数：63件

２ 推進指標

ビジョンの進行状況を定量的にとらえるために、推進指標ごとに基準値と目標値を定め、計

画期間中の達成状況を把握していくこととした。

推進指標 全国学力・学習状況調査の平均正答率(※11)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

小６国語A ▲1.1 ▲1.1 ▲2.3 0.1 0.0 全ての教

国語B ▲2.3 ▲2.3 ▲1.9 ▲0.4 ▲0.1 科で全国

算数A ▲1.3 ▲1.3 ▲2.6 0.1 ▲0.5 平均正答

算数B ▲2.0 ▲2.0 ▲2.0 ▲1.3 ▲0.9 率を上回

中３国語A ▲0.1 ▲0.1 0.1 ▲0.2 ▲0.4 る

国語B ▲0.6 ▲0.6 0.1 0.4 ▲0.6

数学A ▲0.9 ▲0.9 ▲1.0 ▲0.5 ▲1.5

数学B ▲1.2 ▲1.2 ▲1.0 ▲0.1 ▲0.8

推進指標 「情報モラルなどを指導する能力」について「できる」と回答した教員の割合

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

81.5% 81.9% 82.1% 84.3% 85.8% 85%

推進指標 １か月に本をほとんど読まない児童生徒の割合(不読率)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

小 2.6% 6.1% 4.1% 4.2% 7.0% 2%以下

中 10.4% 11.1% 19.8% 11.9% 14.6% 10%以下

高 40.3% 42.3% 39.9% 44.1% 43.8% 35%以下

(※11) ・本県の平均正答率を全国平均正答率との差で表示した(▲はマイナス)。科目名のＡとは、主として「知識」

に関する問題、Ｂとは、主として知識の「活用」に関する問題である。

・平成29(2017)年度より都道府県の平均正答率は、整数値で公表されている。栃木県の平均正答率は、「調査

結果状況(栃木県－児童生徒)」で示されている数値から算出している。
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推進指標 新体力テストの体力合計点

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

小５男子 53.17点 53.17点 53.08点 53.31点 53.48点 53.44点

女子 55.38点 55.38点 55.41点 55.91点 56.04点 55.66点

中２男子 41.71点 41.71点 41.40点 41.58点 41.63点 41.92点

女子 49.37点 49.37点 49.49点 50.01点 50.47点 49.62点

推進指標 朝食を「あまり食べていない」「全く食べていない」児童生徒の割合(小６・中３)

朝食を「時々食べない」「毎日食べない」生徒の割合(高３)(※12)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

小６ 3.5% 3.5% 3.7% 3.9% 5.0% ０％を

中３ 5.4% 5.4% 6.1% 5.9% 6.7% 目指す

高３ 14.3% 14.3% 18.8% 18.8% 19.8%

推進指標 特別支援学校(知的障害)高等部卒業者の就職率

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

37.0% 39.5% 37.1% 32.9% 42.8% 42%

推進指標 幼児教育の成果を生かし、生活科を中心としたスタートカリキュラム(※13)を

編成・実施している小学校の割合

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

49.9% 49.9% 81.5% 91.3% 99.2% 100%

３ 点検・評価及び今後の対応方向 ［○：点検・評価

△

：今後の対応方向］

(１) 基本施策１ 確かな学びを育む教育の充実

① 高校生学力向上総合支援事業

○ 全ての全日制県立高等学校を対象とした「スタディ・フロンティア推進事業」では、「コ

ア・スクール」プラン(３年間指定)と、「アクティブ・スクール」プラン(１年間指定)を

実施した。平成30(2018)年度は、「コア・スクール」プランの指定校10校が、教育課程の

在り方や指導方法等を確立していくための先進的な取組等の研修・実践を行った。また、

「アクティブ・スクール」プランに指定された７校が、地域や生徒・保護者のニーズに

応じた学校独自の取組等を行った。指定校からは、学力向上のための推進体制の整備や、

ＩＣＴ機器等を活用した授業の改善等の成果が報告された。

定時制課程及び通信制課程を設置する全ての県立高等学校を対象とした「定通生学力

アップ支援事業」では、「ラーニング・スキルアップ」プラン(１年間指定)と、「ライセ

ンス・アップ」プラン(毎年度全10校)を実施した。平成30(2018)年度は、「ラーニング・

スキルアップ」プランに指定された１校が、生徒の基礎学力や学習意欲の向上等の取組

を行い、「ライセンス・アップ」プランに指定された10校が、各種資格・検定の取得に向

けた学習を行った。指定校からは、「各種資格・検定の受検者及び合格者が増加した」、「多

くの資格に挑戦する生徒が増えた」など、多様な生徒に応じた学習の充実等の成果が報

告された。

(※12) 小６、中３の数値は、「全国学力・学習状況調査(文科省)」、高３の数値は「本県児童生徒の体力・運動能力調

査」による。

(※13) 小学校に入学した児童が、幼児期の遊びや生活を通した学びや育ちを基礎として、主体的に自己を発揮し、学

ぶことができるようにするための、生活科を中心とした合科的なカリキュラム。
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▽ 令和元(2019)年度は、「コア・スクール」プラン６校を継続で、「アクティブ・スクー

ル」プラン11校、「ラーニング・スキルアップ」プラン２校を新規で指定した。平成28(2016)

年度から実施している本事業により、各校の特色を生かした、生徒一人一人の学力向上

に向けた取組を支援するとともに、取組の成果を他校に普及するために、協議会、発表

会などを開催し、全ての県立高等学校の教育活動の充実を目指していく。

② 新教育課程説明会(小・中・義務教育学校・高等学校)

○ 新教育課程説明会(小・中・義務教育学校)は、新しい学習指導要領が告示されたことを

受け、平成29(2017)年度から令和２(2020)年度までの４年間で全ての教員を対象に実施す

る。平成30(2018)年度は、小学校は県内７地区、中学校は県内３地区の合わせて10地区に

おいて、教員を主な対象として、総則及び各教科等について説明を行うことにより、新学

習指導要領の趣旨や内容の理解が深まった。

▽ 令和元(2019)年度も、引き続き県内10地区で教員を主な対象として、総則及び各教科等

について説明を行っていく。

○ 新教育課程説明会(高等学校)には、各校２名が参加した。令和元(2019)年度から先行し

て実施される新学習指導要領の領域や改訂のポイント等について説明を行うことにより、

令和４(2022)年度からの完全実施に向けた新しい教育課程編成に関する理解が深まった。

▽ 今回の新学習指導要領は、各教科についても大きく改訂されることから、今後は各教科

に特化し、全ての教員を対象に説明会を行い、新学習指導要領の周知徹底を図っていく。

③ とちぎっ子学力アッププロジェクトの推進

○ 「とちぎっ子学習状況調査」を実施し、その分析結果を「報告書」にまとめ、学校や市

町教育委員会等に配布した。

さらに、学力向上専門員の派遣、学力向上推進リーダーの配置、教員対象の研修会の

実施、教員用指導資料の作成・配布などにより、各学校における学習指導上の課題解決に

向けた取組に対して支援した。推進指標については、８教科中数学Ａを除く７教科で全国

との差が±1.0以内であった。

また、「保護者リーフレット」の作成・配布を通して、家庭での学習について継続的に啓

発してきたことにより、家庭学習の内容が改善されるなど、取組の成果が見られた。

学力向上に向けた校内体制が整備され、学校全体で取組が進められてきているものの、

市町間・学校間で、学力の定着状況や学力向上に向けた取組状況に差が見られた。

▽ 児童生徒一人一人の学力向上を図るためには、各学校における検証改善サイクルの確

実な運用やカリキュラム・マネジメントの推進等、児童生徒の実態に応じた学習内容の

定着に向けた取組が重要であることから、学校及び市町教育委員会に対して有効な情報

を提供するとともに、市町教育委員会が作成した計画に基づき学力向上指導員を派遣し

学校の取組を支援するなど、関係機関等との連携を一層密にしながら、本プロジェクト

を着実に推進していく。

(２) 基本施策２ 豊かな心を育む教育の充実

① 道徳教育総合支援事業

○ 「特色ある道徳教育支援事業」の研究校や「道徳教育応援チーム」の実践校において、

児童生徒の豊かな心を育むための道徳の授業等について研究・実践を進めたことにより、

児童生徒が考えを深められるような発問や指導方法など、工夫された実践が見られた。

また、「特別の教科 道徳」が実施されるに当たり、県教育委員会がこれまで推進してき

た「教え育てる道徳教育」について、保護者用リーフレットや研究校、実践校の取組内容

をまとめたリーフレットを作成し配布したことで、本県の道徳教育についての理解を深め

ることができた。

県の「教育課程等に係る調査」では、これまで作成した資料について、ほぼ全ての小
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・中・義務教育学校において、教育活動等での活用が図られているという結果が得られ

た。さらに、研究校・実践校の取組が、当該校のある地区を中心に、各学校の実情に応

じて取り入れられるようになるなど、広がりを見せている。
▽ 道徳科の全面実施に際し、学習指導要領の趣旨を踏まえた道徳教育の円滑な実施ができ

るよう、研修会等で各種資料を活用するとともに、市町教育委員会と連携を密にしながら、

引き続き道徳教育の一層の充実を図っていく。

② 子どもの読書活動の推進事業

○ 平成30(2018)年度に、「栃木県子どもの読書活動推進計画(第三期)」が最終年度を迎え

るに当たり、本県における子どもの読書活動の一層の推進を図るため、次期計画に当た

る｢栃木県子どもの読書活動推進計画(第四期)」を策定した。

▽ 三期計画から継続して、子どもの発達の段階に応じた取組、家庭・地域・学校等の連

携による読書推進を行うとともに、四期計画から新たに子ども同士のすすめ合い等の読

書への関心を高める取組を促進していく。

○ 高校生の不読率の改善に向けて、平成26(2014)年度から高校生読書活動推進事業とし

て、高校生の読書活動推進リーダー「読書コンシェルジュ」を育成し、読書コンシェル

ジュおすすめ本リーフレットの作成・配布や、読書コンシェルジュの企画・運営による

「全国高等学校ビブリオバトル栃木県大会」を開催している。平成30(2018)年度は、所

属学校や市立図書館等においてそれぞれが読書推進活動に取り組めるよう支援を行った。

推進指標の「１か月に本をほとんど読まない児童生徒の割合(不読率)」については、

小・中学校では高くなり、高等学校においてはほぼ横ばいとなっている。

▽ 令和元(2019)年度以降も、学校や関係団体等との連携を図りながら、各種取組を継続

し、不読率の改善を図っていく。また、子どもの読書活動推進協議会、市町・学校等子

どもの読書活動推進担当者会議などで、各世代の子どもに合った効果的な方策を検討していく。

③ 学業指導の充実

○ 平成30(2018)年度の「栃木県児童・生徒指導の基本方針」の努力点の１つとして明記す

るとともに、児童・生徒指導推進中央研修会等の各種研修を通して、各学校における学業

指導の一層の充実を図った。その結果、多くの学校で、学校経営、児童・生徒指導全体計

画等の努力点や具体策に学業指導を位置付け、「帰属意識の高い学級づくり」や「自信をも

たせる授業づくり」に取り組まれていた。

▽ 各種研修会等を通じて、学業指導の普及・啓発を図り、各学校におけるより開発的・予

防的な児童・生徒指導の充実を目指していく。

学業指導

学業指導とは、それぞれの学級を「学びに向かう集団」

に高めながら、児童生徒一人一人が自らの力で不適応を

解消し社会性を身に付けたり、意欲的に学習活動に取り

組んで学力を向上させたりして自己実現(社会的自立)を

図っていくための指導・援助のことです。

これは、「集団の中で学ぶ」という学校教育の特質を

生かして、児童生徒一人一人を成長させるという考え方

に立つものです。右図に示したとおり、学業指導を推進

するには、「学びに向かう集団づくり」と「子どもが意

欲的に取り組む授業づくり」の両側面から取り組み、相

互の関連を図ることが大切です。
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④ いじめ・不登校等対策チームの充実

○ 各教育事務所のいじめ・不登校等対策チームが全ての公立学校を訪問することにより、

各学校が抱えているいじめをはじめとする問題行動や不登校等といった喫緊の課題を把握

し、その解決や未然防止などに向けた具体的な方策について指導・助言した。その結果、

医療機関や福祉部局等の外部の関係機関と連携した家庭への支援体制が構築され、各学校

の児童・生徒指導体制の強化が図れた。

また、学校の求めに応じて「学級経営」や「情報モラル教育」等をテーマとした校内研

修を実施した。実施校からは「子どもたちに自ら考え行動させることで、自己存在感を高

められた」、「ネットトラブルの事例を確認し、その対処について学ぶことができた」とい

う成果が報告された。

各教育事務所ごとに作成している「いじめ防止、相談窓口の周知に関するリーフレット」

には、各地区の実情に応じて、学校、家庭、地域の指導等で活用できる内容が盛り込まれ

ており、児童生徒及び保護者への配布、説明を通して、学校等におけるいじめの未然防止

や早期発見、早期対応の取組を進めた。

▽ 関係機関等と連携して、いじめをはじめとする問題行動や不登校等の未然防止に向けた

各学校の取組を積極的に支援していく。特に、不登校の未然防止には、学校や学級を児童

生徒の自己存在感を高める場にすることが効果的であることから、今後も各学校における

魅力ある集団づくりに向けた取組を支援していく。

⑤ 栃木県いじめ問題対策連絡協議会

○ 栃木県いじめ問題対策連絡協議会において、県内の学校におけるいじめの実態に関する

情報の共有、子どもからのＳＯＳの訴えを見逃さないための意見交換を行った。

委員からは、「家庭では、子どもとのコミュニケーションを大切にすること、いじめの問

題に関して親としての役割を明確にすること」、「地域では、様々な人との関わりを生かし、

積極的に学校との連携を図っていくこと」、「学校ではアンケートによる調査方法や面談の

実施」などの意見があり、今後のいじめの防止に向けた取組の方向性について共通理解を

図るとともに、各機関で行っている施策に生かすことを確認することができた。

▽ 栃木県いじめ問題対策連絡協議会における意見等については、各種研修会等を通じて周

知し、各学校のいじめの防止に向けた取組に反映させていくとともに、関係機関及び団体

との連携を図りながら、各学校の取組を支援していく。

⑥ 栃木県いじめ問題対策委員会

○ 栃木県いじめ問題対策委員会において、県立学校におけるいじめの防止の対策等につい

て意見交換を行った。

委員からは、「児童生徒の些細な変化を見逃さないようにするため、きめ細かな観察が必

要である」、「子どもからのいじめの情報や訴えには迅速かつ丁寧に対応すること」、「相談

を受けたときは一人で抱え込まないことが大切である」などの意見があり、学校や教育委

員会のいじめ事案への対応の在り方について確認することができた。

▽ 栃木県いじめ問題対策委員会における意見等を参考にし、情報の共有・整理による的確

な現状把握、被害・加害児童生徒への指導支援、重大事態であるかどうかの判断も含めた

組織的な対応等、いじめ事案への適切な対応に向けて各学校を指導していく。

⑦ 家庭・地域いじめ対策教育支援事業

○ いじめ防止に向けた取組の重要性等を伝えるため、県民大会宣言、スローガン・ロゴ

マークを活用した普及啓発活動を行い、広く県民に周知した。

また、いじめ防止に向けた親子のコミュニケーション促進事業を２団体に委託し、県

内各地域において、保護者や親子を対象に、親子のふれあいを中心とした体験活動や家

庭における情報機器の適切な活用方法を学ぶ機会を提供し、地域におけるいじめを許さ

ない環境づくりに向けて機運を高めることができた。
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▽ 保護者や地域住民を対象とした学習会の開催や異年齢集団等による交流や体験活動を

通して、子どもの自尊感情を高め豊かな心を育む活動を実施し、各団体と連携しながら

地域ぐるみでいじめ防止を図る取組を展開していく。

県教育委員会は、平成25(2013)年８月８日開催の「いじめ防止県民大会」において、いじめの

ない環境づくりに向けた大人の姿と行動を「大会宣言」として示しました。

いじめ防止のための「大会宣言」

一、わたしたちはかけがえのないあなたを守ります

一、わたしたちはあなたに寄り添いあなたの声を聴きます

一、わたしたちはあなたに思いやりの心を伝えます

一、わたしたちはあなたに強く正しく生きることを教えます

一、わたしたちはあなたと共に生きていくよろこびをわかちあいます

⑧ スクールカウンセラー等活用事業

○ 平成26(2014)年度から、各教育事務所管内のスクールカウンセラーの配置率を考慮しな

がら、スクールカウンセラーを配置する拠点校を４校ずつ増やすとともに、スクールカウ

ンセラーの配置されていない小学校や高等学校への緊急時の対応や相談体制の支援等を行

うために、各教育事務所管内にスーパーバイザーを１名ずつ配置した。

スクールカウンセラーによる児童生徒や保護者へのカウンセリング等により、不登校や

集団不適応、問題行動等の未然防止や早期解決に寄与している。また、学校だけでは対応

が困難なケースについては、学校・スクールカウンセラー・関係機関が連携して改善でき

たケースも見られた。

▽ スクールカウンセラーを講師とした校内研修等を充実させるとともに、国の補助事業を

活用しながら中学校全校配置を行っていく。

(３) 基本施策３ 健やかな体を育む教育の充実

① 学校における運動部活動の充実

○ 専門的な知識や技術を有する「運動部活動補助員」を競技経験や指導経験が少ない教員

が顧問となっている県内の公立中学校・義務教育学校後期課程や高等学校運動部に派遣し

た。日頃から専門的な技術指導を行うことは、運動部の底上げにつながり、生徒の意欲の

向上だけでなく選手の育成にも効果的であった。

運動部活動指導者研修会については、全ての顧問教員と運動部活動補助員を対象に「指

導力向上研修会」と「実技指導者研修会」を開催したほか、平成30(2018)年度から、県立

学校の管理職を対象とした「リスクマネジメント研修会」を開催し、運動部活動における

安全管理の徹底や事故防止に努めている。

また、適正な運動部活動の推進を図るため、国が平成30(2018)年３月に策定したガイド

ラインを踏まえ、県の「運動部活動の在り方に関する方針」を同年９月に策定した。この

方針の理解・促進を図るため、保護者向けリーフレットを作成・配布し、適正な活動時間

や休養日の設定について周知することができた。また、指導者向けに「運動部活動指導の

手引」を作成し研修会等で活用するなど、県内中・義務教育・高等学校運動部顧問等が安

全に部活動を運営できる指南書ができた。

▽ 令和元(2019)年度から、国庫事業を活用し部活動指導員を配置する市町に対し補助を行

っていく。また、学校の設置者(県・市町)が策定した運動部活動の方針を踏まえ、学校長

が作成する各学校の方針を把握し、より実効性が高まるよう指導・助言していく。

② とちぎ元気キッズ育成事業等

○ 推進指標である「新体力テストの体力合計点」は、小学５年生、中学２年生の男女とも

平成29(2017)年度を上回るなど、成果が現れ始めている。

一方、柔軟性と基礎的運動能力である「走る」、「跳ぶ」、「投げる」は全国と比較し依然
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として低い状況にあることから、幼稚園・保育所・認定こども園、小学校低学年担当等の

教員を対象に、幼少期からの運動習慣形成や走・跳・投の動作習得を目的とした指導法の

研修会を開催することにより、発達の段階に応じた運動遊びの指導法などについて教員の

理解を深めることができた。

また、県内全ての公立小・中・義務教育学校の教員に対し、国・本県の体力調査の結果

や活用方法等について周知するとともに、学校における授業の工夫改善など主体的に取り

組むよう指導したことにより、学校での体力向上に向けた意識を高めることができた。

さらに、体力向上啓発リーフレットを公立小学校の全児童へ配布することにより、各家

庭において新体力テストの目標を設定するなどの活用が図られた。加えて、プロスポーツ

チームとの交流、総合型地域スポーツクラブ指導者の小学校等への派遣などにより、子ど

もたちの体力向上に向けた意識の高揚や、体を動かすことの楽しさやスポーツの素晴らし

さなどを体験できる環境づくりを推進することができた。

▽ 市町教育委員会等と連携を図り、全国と比較して低い状況にある基礎的運動能力の向上

に取り組みながら、当該事業を継続的に推進していく。

特に、幼稚園・保育所・認定こども園、小学校等の指導者研修の充実、県内全ての公立

小・中・義務教育学校及び高等学校で実施する体力・運動能力調査の結果の各学校へのフ

ィードバックや授業の工夫改善など学校における主体的な取組の促進等に加え、新たに県

内大学と連携し、小学校に体育の授業のサポーターとして大学生を派遣することにより、

子どもの運動意欲と体力の向上を図っていく。

③ 生涯を見通した健康教育の充実

○ 健康教育の中核となる保健主事や養護教諭の研修会において、アレルギー疾患や感染症

等の現代的な健康課題の現状やその対応策を示すなど、研修内容を充実させ健康教育の推

進を図ることができた。

また、専門医等を学校に派遣し、先進的取組についての講演会等を実施することにより、

生徒が健康や医療に関する専門的な知識に触れ、生涯を通じて健康を適切に管理し改善し

ていく資質や能力を身に付けることができた。

さらに、薬物乱用防止教育等の健康教育の具体的な取組や指導事例を掲載した参考資料

を作成・配布し活用することで、学校における指導の充実が図られた。

▽ 各種研修会等の更なる充実に努めるとともに、薬物乱用防止教育に関する指導プログラ

ム集等を活用した効果的な指導を周知し、各学校における健康教育の充実を図っていく。

また、新しい学習指導要領に盛り込まれたがん教育については、授業の指導事例集の作

成や外部講師を活用した講話を実施するなど、学校における取組を支援していく。

④ 健康な心身を育むための食育の推進

○ 栄養教諭・学校栄養職員等を対象とした各種研修会で、児童生徒の望ましい食生活や学

校給食の衛生管理等の情報提供を行い、研修内容を充実させるとともに、栄養バランスの

よい献立や地場産物を活用した料理のレシピ集等を活用することで食育・学校給食の推進

を図ることができた。

また、「つなげる食育チャレンジ推進事業」では、モデル校において家庭や地域の農業系

学科を有する高等学校、プロスポーツチーム等と連携した食育に取り組み、学校における

食育推進体制づくりに努めることができた。

推進指標である朝食を「あまり食べていない」、「全く食べていない」児童生徒の割合は、

全国平均よりは良いものの、年々増加傾向にある。更なる食育の推進に当たっては、学校

の取組だけでは限界があり、健康的な食習慣の基礎となる家庭における食育の啓発が必要

である。

▽ 各種研修会の充実を図るとともに、学校と家庭が双方向で取り組む「つなげる食育チャ

レンジ推進事業」を実施し、家庭における食育の啓発等に努め、朝食の摂取も含めた望ま
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しい食生活の推進を図っていく。

⑤ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

○ 防犯の専門家等の巡回指導等を通して、児童生徒の安全を地域ぐるみで支える体制づく

りに積極的に取り組んできた結果、児童生徒の登下校の安全確保や校舎内への不審者侵入

防止等に対する地域の人たちの意識が高まった。なお、学校安全ボランティア(スクールガ

ード)の総数は、ここ数年２万人前後で推移しているが、構成員の高齢化が進んでおり、新

たな人材の発掘が今後の課題である。

▽ スクールガードリーダー連絡協議会等を通して関係機関等に周知することにより、新た

な人材の発掘を図っていく。また、各地域の実情に応じた学校安全体制の整備に努めてい

く。

⑥ 安全教育指導者研修

○ 学校内外における事件・事故、交通事故、自然災害等により、尊い生命が失われるなど、

児童生徒を取り巻く状況は深刻化していることから、県内全ての公立学校の担当者を対象

とした研修会を実施した。

文部科学省の安全教育調査官等を招き、学校安全に関するこれまでの経緯や現状、危機

管理や防災教育の在り方、これからの学校安全の方向性について、具体的な事例を交えな

がら研修することができた。

平成24(2012)年度から実施している安全教育指導者研修を受けた教員数の累計は3,383名

となり、今後の安全教育の学校現場への浸透が一層期待される。

▽ 今後も継続して研修を実施して教員の資質向上を図り、安全教育の充実・安全管理の徹

底に努めていく。なお、研修内容については生活安全や交通安全及び災害安全など、国や

社会の状況を踏まえ、優先すべき課題を取り上げるとともに、事例に基づいた実践的なも

のとしていく。

(４) 基本施策４ 特別支援教育の充実

① 特別支援教育の充実

○ 平成30(2018)年度から２年間かけて全ての公立小・中・義務教育学校の教頭を対象に特

別支援教育研究会を実施している。平成30(2018)年度は、276名が参加し、障害のある児

童生徒の教育・福祉に関する法令や制度等を踏まえた校内支援体制の整備について理解を

深めることができた。また、公立小・中・義務教育学校の特別支援学級担当２年目の教員

を対象に特別支援教育学習指導研修を実施し、児童生徒の障害の状態等に応じた指導方法

等を学び、実践的指導力向上につなげることができた。

▽ 特別支援教育研究会では、これまでの成果と課題を整理するとともに、特に課題となっ

ている中高間の連携について、理解促進を図っていく。また、特別支援教育学習指導研修

では、対象教員の実践的指導力の向上に向け、研修内容を充実していく。

○ 高等学校における支援情報の引継ぎに関する調査研究において、特別支援教育コーディ

ネーター研修会及び各高等学校における校内研修会の実施により、高等学校教員に対し、

引継ぎの趣旨や方法等について周知を図ることができた。

▽ 高等学校における進学先や就職先への支援情報の引継ぎについては、各高等学校におい

て個別の教育支援計画の活用と生徒の自己理解を深める取組を推進し、引継ぎを見据えた

指導の充実を図るとともに、引継ぎの実施について保護者への理解啓発を図っていく。

② 職業教育指導体制の強化

○ 特別支援学校(知的障害)全校において、今後の就職先として期待される流通・環境・食

品・福祉の分野に関して、企業等の職員を講師とする授業検討会等を実施し、指導に関す

るマニュアルの作成や改善を行った。その結果、指導技術の向上や教職員間の共通理解が

図られた。
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また、就労支援コーディネーターが実習･就職先企業の開拓を行い、289社から実習の承

諾を得られ、生徒の希望等に応じた実習･就職先企業の確保につなげることができた。

平成30(2018)年度の就職率は、宇都宮青葉高等学園等において職業教育や就労支援の取

組の成果が現れたことなどにより、9.9ポイント上昇し、過去最高の42.8％に達し、目標値

を上回ることができた。

▽ 引き続き企業等の職員を講師とする授業検討会等を実施するとともに、各校の実情に応

じて作成・改善した指導マニュアルを活用した指導等を行うことにより、企業等のニーズ

に応じた職業教育の指導の充実を図っていく。

就労支援コーディネーターによる実習・就職先企業の開拓、障害者雇用に関する企業向

けセミナーを一層推進するとともに、宇都宮青葉高等学園と他の特別支援学校との連携を

深め、県全体の就労支援体制の構築を図っていく。

(５) 基本施策５ 幼児教育の充実

① 幼児教育推進事業

○ 推進指標としている「幼児教育の成果を生かし、小学校における生活科を中心としたス

タートカリキュラムを編成・実施している小学校の割合」が99.2％に達し、平成29(2017)

年度よりも7.9ポイント上昇している。その要因として、栃木県公立小学校・中学校及び義

務教育学校長連絡会議や市町幼児教育担当指導主事研修会、県内の各小学校から１名参加

(悉皆)することになっている合同研修等で、平成29(2017)年公示された小学校学習指導要

領に伴うスタートカリキュラムの必要性について周知したことが考えられる。

また、幼児教育センターが行っている教育・保育アドバイザー事業では、幼稚園や市町

教育委員会、保育団体等から63件の要請があり、幼小接続期の教育の在り方や指導要録の

作成と活用等をテーマとした研修の講師を行った。参加者から「18歳までの育ちを見通し

て、改めて園の教育課程を見直したい」、「もっと小学校との連携を密にして、一人一人の

育ちを支えたい」などの意見が寄せられた。

▽ 幼児期から児童期への円滑な接続を充実させるため、スタートカリキュラムの編成・実

施割合を高めるだけでなく、幼児期の教育の成果を生かしたスタートカリキュラムの編成

・実施を目指して、各校のスタートカリキュラム評価・改善に向けた研修を行うとともに、

幼小連携推進者養成研修の受講者を中心に、地域の幼小連携がさらに推進され、幼小接続

期の教育が充実するよう市町への支援に努めていく。

また、今日的な課題をテーマにした園内研修等の講師を担い、継続的に支援し、教育・

保育の充実を図っていく。
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検討会議委員からの主な意見

○ 学力向上については、これまでの数年間の取組の成果が現れたと受け止めている。
各学校において、教員の授業に対する意識が高まっていると感じる。しかし、全て
の授業において改善されているわけでないため、今後も引き続き改善が必要である。
また、学力向上への取組が不十分な市町や学校に対しては、しっかりと具体的な支
援を行ってほしい。

○ 特別支援学校（知的障害）高等部卒業者の就職率が、過去最高を記録したことは
大変素晴らしいことである。今後も、宇都宮青葉高等学園と同様に他の特別支援学
校の職業教育の充実にも努めてほしい。

○ 部活動の問題に関わる部活動指導員の配置については、「学校における働き方改
革推進プラン｣の中でも大きな負担軽減策として出てくるものなので、重視してい
ただきたい。県民の理解を得ながら、各学校のニーズに応じた配置ができるように
していただきたい。

○ 運動部活動における安全管理の徹底や事故防止のため、県立学校の管理職を対象
に「リスクマネジメント研修会」などを実施していることは、とても素晴らしい。
「物事は何か起こってからでは遅い」、「危機事象が発生して段階が大きくなると、
対応が後手に回ってしまうことが多い｣と言われる中で、県がフィードフォワード
（物事が起こってから振り返りを行うのではなく、目標を先に設定し、様々な情報
を得ながら目標に到達できるようなやり方）に取り組んでいくことは非常に評価で
きる。
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志を立て未来をつくる

自分の生き方を社会との関わりの中で考えさせることによって

夢を志に高め未来を創造する力を育みます

１ 主な事業

(１) 基本施策６ 自分の生き方を考える教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①キャリア形成支援事業

[目的] [実施状況]

社会で活躍するスぺシャリストから、専門 ・県立高等学校(全日制・定時制・通信制)

分野の優れた知識や技能を学んだり、経験を 61校、県立特別支援学校(専門学科設置校)

踏まえた職業人としての人生観、価値観等に ３校において、講義や実習、模擬授業等を

ついての講話を聴いたりする各学校が行うキ 実施。

ャリア教育活動を支援し、生徒のキャリア発

達を促す。

②とちぎ子どもの未来創造大学推進事業

[目的] [実施状況]

多様な機関や「とちぎ未来大使」と連携し、 ・とちぎ子どもの未来創造大学の実施

意欲的に学習に取り組み、自己の将来を主体 対象：県内の小学４年生から中学３年生

的に考える態度を涵養するような「本物」に (義務教育学校の相当学年含む)

触れる学習機会を提供し、子どもたちの学力 内容：理系４コース、文系３コース、学び

向上の基礎づくりや中学生等に「夢」の実現 方コース160講座

に向けて考えさせる機会を提供する。 受講者：延べ3,581名

スタートアップ講座(７月８日)

特別講座講師：東日本国際大学学長

吉村作治 氏

特別体験学習(12月から１月に５回)

つくば文系コース、つくば理系コース、両

国コース、上野科博コース、県内コース

受講者交流学習(２月10日)

・とちぎ未来大使「夢」講座の実施

開催機関：県内公立中学校

内容：18名の「とちぎ未来大使」を講師と

して招き、延べ21校で実施

受講者：5,580名

③とちぎの高校生「じぶん未来学」推進事業

[目的] [実施状況]

高校生が、親・家族・家庭の意義や役割、 ・全県立学校・私立学校等の生徒への冊子配布

さらには地域の人間関係など地域社会につい ・全県立学校において、平成28(2016)年度入

て主体的に学ぶことにより、次世代を育成し、 学生から実施

地域への愛着や定住意識の醸成を図るととも ・事業の趣旨・概要や指導方法への理解を深

に、地域を支え守る気持ちを育む。 める教員対象の研修会の実施

基本目標



- 21 -

(２) 基本施策７ 地域についての理解を深める教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①ふるさととちぎを学ぶ機会の充実

[目的] [実施状況]

小・中学生がふるさとに対する理解と愛着を ・教育事務所、関係各所と連携し、学校訪問

深めるために、授業で活用できる資料集やホー や研修会等、機会を捉えて各資料集やホー

ムページの活用が図れるよう支援する。 ムページの活用促進

高校生がとちぎと世界とのつながりを通し ・資料集「とちぎから見る世界と日本」の活

て、日本や郷土の歴史への理解を深めるため 用について周知

に、資料集「とちぎから見る世界と日本」の

各学校での活用が図れるよう支援する。

(３) 基本施策８ 伝統や文化に関する教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①児童生徒文化活動振興事業

[目的] [実施状況]

各種芸術鑑賞の機会の提供や文化団体の活 ・演劇等公演(26か所)

動の支援を行うことにより、児童生徒の文化 ・文化事業の芸術鑑賞機会を提供(31か所)

活動の振興を図る。 ・高等学校文化連盟、中学校文化連盟への補

助

・栃木県中学校総合文化祭、栃木県高等学校

総合文化祭等の実施及び大会への派遣支援

②埋蔵文化財の展示・教育普及活動

[目的] [実施状況]

埋蔵文化財センターが行った調査研究の成果 ・埋蔵文化財センターの公開(個人見学者)

を普及啓発することにより、県民が埋蔵文化財 (展示、体験学習、施設見学)3,281名

等に触れ、親しみ、理解を深めることを促進す ・学校等団体の見学受入

るとともに、県民の本県の歴史と文化に対する (展示、体験学習、施設見学、史跡見学)

誇りと郷土愛の醸成に努める。 3,444名(うち学校60校、3,036名)

・出前授業の実施

1,963名(うち学校19校、1,646名)

・その他の事業(講演会、報告会、特別公開、

市町連携展示等)1,972名

③文化財保存事業

[目的] [実施状況]

県内各地の文化的遺産の調査を行い、文化財 ・文化財保存修理・防災施設管理等への補助

の指定等を進めるとともに、保存修理事業への (９件)

助成などにより、保存と活用を図る。 ・ホームページ「とちぎの文化財(※1)」の更

新による最新情報の提供

アクセス数：14,000件

・フェイスブック「体感!!とちぎの文化財(※2)」

を活用し文化財に関する情報の提供

投稿数：210件 延べ閲覧者：373,927人
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④とちぎ“いにしえの回廊”づくり事業

[目的] [実施状況]

県内各地に点在する文化財や、地域でしか知 ・ホームページ｢とちぎいにしえの回廊(※3)」

られていない栃木の歴史資源を、広域的な観点 による文化財情報の提供(アクセス数6,325件)

から時代別や古道沿いなどのテーマ別に、周遊 ・石に関する文化財をテーマにした特集を組

モデルコースを創設し、新たなとちぎの魅力発 みホームページで紹介

信を県内外に行うとともに、文化財を活用した ・７つのテーマごとのルートマップ配布

地域づくりに貢献する。 (随時)

⑤遺跡発掘調査の実施

[目的] [実施状況]

歴史上、学術上価値の高い遺跡(重要遺跡)及 ・重要遺跡等確認調査の実施(２か所)

び開発事業地内にある遺跡について確認調査を ・開発事業に伴う発掘調査実施(６件)

実施し、遺跡の内容を把握し、保存を図るため

の資料を得る。

開発事業に伴い損壊する遺跡について発掘調

査を実施し、記録として保存する。

⑥日光杉並木街道保護事業

[目的] [実施状況]

保護用地の公有化事業、樹勢回復事業、緊急 ・保護用地公有化事業の実施(3,693㎡)

調査事業(※4)等を実施するとともに、「日光杉 ・樹勢回復事業の実施(木柵改修 31ｍ)

並木オーナー制度(※5)」の普及を図ることによ ・杉並木オーナー新規契約(９本)

り、特別史跡・特別天然記念物である「日光杉 ・「杉の並木守」養成講座の実施(９名受講)

並木街道」を保護し、次世代へ継承していく。 ・緊急調査事業の実施(調査本数1,095本)

また、「杉の並木守(※6)」を養成するととも ・保存管理計画の見直し(素案の策定)

に、その活動を支援することにより、杉並木保

護活動を通して郷土に誇りと愛着を持った人づ

くりを進める。

(※1) http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/bunkazai/にて公開。

ＱＲコード

「とちぎの文化財」

(※2) https://www.facebook.com/tochiginobunkazai/にて公開。

ＱＲコード

「体感!! とちぎの文化財」

(※3) http://www.inishie.tochigi.jp にて公開。

ＱＲコード

「とちぎいにしえの回廊」

(※4) 並木杉の現況確認調査を行い、個々の樹勢状況及び倒木の危険度判定を平成27(2015)年度から平成30(2018)年

度までの４年間で行ったもので、日光杉並木街道の適切な管理・保護の推進に資することを目的とする。

(※5) 杉並木の保護に賛同された方に並木杉を１本につき１千万円で購入いただき、その代金を日光杉並木街道保護

基金で運用し、その運用益により並木杉の樹勢回復などの保護事業を実施するもの。

(※6) 県が実施する日光杉並木街道保護ボランティア養成講座の修了者のこと。現在、10班のグループを編成し、そ

れぞれの班ごとに月１回程度、草刈や清掃などの杉並木保護活動を自主的に行っている。
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(４) 基本施策９ グローバル化に対応した教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①グローバル人材育成事業

[目的] [実施状況]

様々な事業を展開して高校生に対する支援 ・高校生短期留学プログラム支援事業

を行うことにより、チャレンジ精神に富み、 対象：３校(48名)

豊かな語学力やコミュニケーション能力を身 ・県立学校短期留学支援事業

に付け、異文化に対する理解と日本人として 対象：13団体(252名)

のアイデンティティを備えた国際的に活躍で ・グローバル人材育成講演会事業

きるグローバルな人材を育てる。 参加者：174名

・起業家精神育成事業 実施校：７校

(５) 基本施策10 社会に参画する力を育む教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①地域づくりへの参画を促す取組の充実

[目的] [実施状況]

若者の社会参画の意識を高め、地域の課題 ・とちぎユースボランティア研修

解決に向けて主体的に関わることのできる資 参加者：61名

質や能力を育む。 ・防災に関する体験活動推進事業

参加者：56名

２ 推進指標

推進指標 とちぎ子どもの未来創造大学を受講した小・中学生の数(累計)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

2,340人 5,260人 8,540人 11,950人 15,531人 16,740人

推進指標 とちぎふるさと学習の資料集やホームページを活用するなどして、「ふるさと学習」

に取り組んだ学校の割合

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

90.2% 91.4% 85.1% 92.2% 97.6% 100%

推進指標 「とちぎの文化財」・「いにしえの回廊」ホームページの年間アクセス数

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

12,376件 17,148件 16,753件 18,896件 20,325件 25,000件

推進指標 高等学校「外国語科(英語)」の授業において、プレゼンテーションやディスカッシ

ョン、ディベートに取り組んだ学校数

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

59校

10校 9校 21校 35校 47校
(全ての全

日制県立

高等学校)

推進指標 積極的なボランティア活動や地域参画を目指す青少年リーダーの養成者数

(平成18(2006)年度からの累計)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

742人 742人 913人 1,059人 1,237人 1,150人
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３ 点検・評価及び今後の対応方向 ［○：点検・評価

△

：今後の対応方向］

(１) 基本施策６ 自分の生き方を考える教育の充実

① キャリア形成支援事業

○ 各校において、学科の特性や、生徒や地域の実態に応じた人材を招へいし講演会や授

業を実施することにより、生徒たちが将来の職業や、自分の生き方在り方をより深く考

える機会となり、進路選択への積極性や学習意欲の向上にもつながった。

▽ 生徒の更なるキャリア発達を目指し、普通科・総合学科等に対し、講演会、模擬授業

のほかに、就業体験、地域貢献活動、交流活動等の体験的な学習プログラムの導入を促

していく。

② とちぎ子どもの未来創造大学推進事業

○ とちぎ子どもの未来創造大学では、講座数の増加により受講者の人数が増加した。ま

た、各講座の受講者アンケートでは、64.3％の受講者が「他の講座に申し込んで、もっ

と勉強したいと思った」と回答しており、受講者の学習意欲の高まりが見られた。さら

に、講座を受講して体験した様々なことを今後の学習などに生かすため、学びの成果の

振り返りや将来の夢について受講者同士の意見交換を行う受講者交流学習では、参加者

一人一人が自分の未来を前向きに考える姿が見られた。

○ とちぎ未来大使「夢」講座では、実施する学校数が増加した。実施後のアンケートで

は、受講者の91.3％が「とちぎ未来大使の「夢」の実現に向けた過程、「夢」を実現した

姿に共感できた」、95.4％が「「夢」をもつ大切さが分かった」と回答している。

▽ 各講座での「ふりかえり」を重視し、学習の定着を図っていく。また、新たな開催機

関や出前講座、とちぎ未来大使「夢」講座等の拡充を図り、より多くの受講者に充実し

た学習機会を提供できるよう努めていく。

③ とちぎの高校生「じぶん未来学」推進事業

○ 平成29(2017)年度に実施した実施状況調査の結果分析をもとに、「じぶん未来学」の実

施方法の改善を図るための抽出調査を県立学校の生徒・教員を対象に実施した。生徒対

象調査では、テキストの見やすさや分かりやすさについて約７割が「適当である」とい

う肯定的な回答を得ることができた。教員対象調査では、生徒主体の話合いや図表の説

明、ワークシートの記入等について課題があるとして、それらの改善に向けた支援の具

体的視点を得ることができた。

▽ 効果的な指導方法を学ぶための教員対象の研修会の開催や授業の展開案等の指導資料

の提供を行い、指導者支援に努める。また、有識者による企画委員会において、今後の

推進方策の検討を進めていく。

(２) 基本施策７ 地域についての理解を深める教育の充実

① ふるさととちぎを学ぶ機会の充実

○ 公立小・中・義務教育学校においては、とちぎふるさと学習資料集「みんなで学ぼう！

栃木県(平成27年３月)」及び「もっと学ぼう！栃木県(平成28年３月)」を各学校に配布し、

授業の中で活用してもらえるようにした。さらに、現職教育資料(※7)第470号「『とちぎふ

るさと学習』の推進～資料集等の効果的な活用に当たって～」を各学校に配布し、上記の

学習資料集の活用を促した。

○ 栃木県高等学校教育研究会地歴公民部会とも連携しながら、各県立学校の地歴公民担当

者に対して、「とちぎから見る世界と日本(平成29年３月)」の活用方法について、周知を図

った。

(※7) 各学校の現職教育で活用するために作成したリーフレットのこと。学校教育上の課題や諸問題を主題として取

り上げ、その解決策等を示している。
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▽ 資料集の一層の活用を図るとともに、ホームページの内容の更新等を行っていく。

高等学校においても、「とちぎから見る世界と日本」の活用について、今後も栃木県高等

学校教育研究会地歴公民部会とも連携を図りながら、新教育課程説明会等の機会を通じて

各県立学校地歴公民担当者へ周知を図っていく。

(３) 基本施策８ 伝統や文化に関する教育の充実

① 児童生徒文化活動振興事業

○ 文化活動振興事業においては、県内の児童生徒の芸術鑑賞機会の均等化を図るため、

年度ごとに優先地区を設けて実施した。平成30(2018)年度は文化庁関係事業の実施校数

が増加したために、参加人数は平成29(2017)年度を上回った。

▽ 各地区に対し文化庁関係事業の更なる活用の推奨に努めながら、児童生徒の芸術鑑賞

機会の確保を図っていく。

② 埋蔵文化財の展示・教育普及活動

○ 埋蔵文化財センターでは、普及啓発事業の充実のため、これまでの発掘調査成果を展示

室で一般県民に公開するほか、個人を対象として体験学習やバックヤードツアーを通年実

施した。また、学校等の団体を対象として受け入れ、展示解説、体験学習、周辺史跡の見

学等を行ったほか、出前授業を実施した。さらに、本県の遺跡に関する講演会、最新の発

掘調査情報に関する報告会、夏休み期間における特別公開、県庁本館や市町施設における

展示等を実施した。

埋蔵文化財センターの平成30(2018)年度利用者は10,660名となった。そのうち全体の４

割強である4,682名が学校の利用であり、児童生徒に対する埋蔵文化財に関する一定の学習

機会を提供することができた。

このほか、各市町の資料館・公民館等において手軽に展示ができるよう、出土品を活用

した展示モデルの積極的な活用を促した。

▽ 学校等に対して、埋蔵文化財センターでの学習活動利用について、より一層の周知を図

るとともに、普及啓発ボランティアの活用を図っていく。また、市町が実施する埋蔵文化

財の普及啓発事業への技術的な支援を強化していく。

③ 文化財保存事業

○ 国重要文化財(建造物)１件及び国重要無形民俗文化財１件が新規に指定、国重要文化財

(美術工芸品)１件が追加指定され、国登録有形文化財(建造物)１件が新規に登録されたほ

か、県指定有形文化財(建造物)２件を新規に指定した。そのため、平成30(2018)年度末の

指定等文化財件数は1,325件となった。

文化財保存修理や防災設備管理等の事業に対し補助を行ったほか、ホームページ「とちぎ

の文化財」により文化財に関する情報発信を行うなど、文化財の保護及び普及・啓発に努めた。

その結果、推進指標である「『とちぎの文化財』・『とちぎいにしえの回廊』ホームページ

への年間アクセス件数」は20,325件となり、平成29(2017)年度と比較すると約1,500件の伸

長で年間アクセス件数は過去最高となった。

フェイスブック「体感！！とちぎの文化財」においてはＳＮＳの双方向性という特性を

活かし、閲覧者が感心を寄せる内容を把握しながら年間210件の投稿を行ったため、年間延

べ閲覧者は373,927人となった。

さらに、「体感！！とちぎの文化財応援団」を活用し、県民と協働で文化財の情報発信に

努め、県民の文化財に対する関心の喚起と理解促進につながった。

▽ 文化財の適正保護のため、地域に存在する文化財の調査・掘り起こしを進めていくほか、

引き続き文化財保存修理等に対する補助及び文化財の情報発信や公開・活用を進めるなど、

文化財の積極的な保存と活用を図っていく。

また、推進指標の目標達成に向けて、ホームページ「とちぎの文化財」の学校教育等に
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おける活用など、その利活用について広くＰＲしていく。

④ とちぎ“いにしえの回廊”づくり事業

○ これまでの７つのテーマ別周遊コースに加え、県内にある石に関する文化財をテーマに

した特集を組み「とちぎいにしえの回廊」のホームページで紹介した。

また、フェイスブック「体感！！とちぎの文化財」で「とちぎいにしえの回廊」関連文

化財を紹介をしたり、イベントや講座等の機会を活用してルートマップを配布したりする

など、文化財の普及・啓発に努めた。

これらの情報発信を行った結果、歴史愛好者、歴史関係団体等から資料提供やホームペ

ージでのリンクの依頼や問合せが寄せられた。

▽ ホームページ「とちぎいにしえの回廊」をさらに充実したものとし、繰り返し閲覧した

くなるようなページとするため、特集ページの追加やタイムリーな情報の提供を継続的に

行うとともに、閲覧しやすくなるようリニューアルを進めていく。

また、ホームページ「とちぎいにしえの回廊」についても、「とちぎの文化財」同様、学

校教育等における利活用についてのＰＲに努めていく。

⑤ 遺跡発掘調査の実施

○ 県内には約8,400か所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が所在しており、その中でも歴史上、学

術上価値の高い重要遺跡や、開発事業の計画地内に所在する遺跡について、その保存を図

るための資料を得ることを目的として確認調査を実施している。平成30(2018)年度は、重

要遺跡１か所、農地整備事業地内に所在する遺跡１か所について確認調査を実施した。

また、開発事業により遺跡が損壊する場合は、発掘調査を実施している。平成30(2018)

年度は、農地及び道路整備事業等に係る６件の開発事業に伴い、発掘調査を実施し適正に

記録を保存することができた。

▽ 確認調査を実施して遺跡保存のための基礎資料とする。また、開発事業計画について早

期の把握に努めるとともに、開発事業地内に遺跡が所在する場合は、事業者と調整を図り、

適切に発掘調査を実施していく。

⑥ 日光杉並木街道保護事業

○ 日光杉並木街道保護のため、例幣使街道を中心に3,693㎡の保護用地を公有化するととも

に、31ｍの区間の木柵改修工事を実施した。年間平均の並木杉除籍本数を見ると、昭和50

年代の約130本から近年では30本程度にまで減少しており、保護対策事業の成果が現れている。

また、「杉の並木守」活動として、平成30(2018)年度末現在で131名の並木守が10班に分

かれ、杉並木の清掃や草刈などの自主的な活動に積極的に取り組んでいただいているが、

保護用地の取得により活動面積が拡大する一方で、高齢化による活動者の減少などが懸念

されていることから、人材育成が今後の課題となっている。

さらには、保存管理計画策定から約25年が経過し、日光杉並木保護を取り巻く状況が変

化してきており、今後の保護施策の指針となる新たな保存活用計画を策定する必要がある

ため、計画策定委員会及びワーキング・グループ(ＷＧ)を設置し検討を行っている。

▽ 保護用地公有化事業や樹勢回復事業を着実に進めるとともに、緊急調査事業の一環とし

て行った、危険度を精密に測定する詳細調査等の成果を基礎資料とし、より適切な管理や

保護対策を検討していく。また、杉並木オーナーの安定確保のため、引き続き県内企業等

への働きかけに努めていく。

「杉の並木守」については、令和元(2019)年度も引き続き養成講座を実施し、新たな並

木守を養成していくとともに、並木守リーダー等と連携を図りながら、更なる活動支援に

取り組んでいく。

保存管理計画の見直しについては、委員会及びＷＧに最終素案を提示し、関係者から意

見をいただきながら、新たな保存活用計画の策定に努めていく。
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(４) 基本施策９ グローバル化に対応した教育の充実

① グローバル人材育成事業

○ 短期留学をする高校生に対して、留学に係る経費の一部を補助する県立学校短期留学

支援事業や、高校生と企業や関係団体との連携による商品開発の事業等を展開すること

により、チャレンジ精神に富み、グローバル社会に対応できる人材の育成を図った。そ

の結果、独自の海外短期留学を企画する学校・団体が増加傾向にある。また、「外国語科

(英語)」の授業において、プレゼンテーションやディスカッション、ディベートに取り

組んだ学校が増えた結果、多くの高校生が、多面的なものの見方など、学びの視野を広

げることができた。

これらの事業に参加した生徒のアンケートでは、「日本を外から眺めたり、多くの国の

人々と出会ったりすることで自分の価値観が大きく変わった」、「自らアクションを起こ

すことの大切さを知った」、「今できること、すべきことを考えることができた」などの

声が多くあった。また、学校内外における様々な場面で短期留学の経験や起業家精神育

成事業の成果などを積極的に発表するなど、意識の変容や学習への意欲の高まりがみられた。

▽ さらに豊かな経験を積むことができるよう、事業の趣旨や活用について、学校関係者

等に周知する。また、留学支援の成果を波及させていくことにより、高校生の留学に対

する機運を高めていく。

(５) 基本施策10 社会に参画する力を育む教育の充実

① 地域づくりへの参画を促す取組の充実

○ 青少年教育施設の機能を生かした「とちぎユースボランティア研修会」を実施し、地

域社会への貢献活動におけるボランティアリーダーとして中学生・高校生の資質・能力

の向上を図ることができた。また、防災キャンプ推進事業や不登校児童生徒支援事業「ふ

れあいキャンプ」を実施し、現代的課題の解決を視点とした青少年体験交流活動の充実

を図った。推進指標の「体験活動・交流活動を通した青少年リーダーの養成者数」は、

累計で1,237人となり、着実に増加している。

▽ 子どもたちの「生きる力」を育むとともに、地域における学習機会の拡充を目指し、

青少年教育施設や社会教育関係団体等と連携しながら、地域の課題解決に向けて主体的

に関わることのできる資質や能力を育む活動を充実させていく。

検討会議からの主な意見
○ 「キャリア形成支援事業」の中で、社会で活躍するスペシャリストから、生徒た
ちが専門分野の優れた知識や技能を学んだり、経験を踏まえた職業人としての人生
観等についての講話を聴いたりできることは、子どもたちにとってプラスになるし、
大切なことなので、素晴らしい取組として評価できる。

○ 「とちぎ子ども未来創造大学推進事業」では、子どもたちが、本物を見たり、触
れたり、体験したりすることができる。この取組は、ぜひ続けてほしい。しかし、
開催場所が偏ってしまうと、遠くの子どもたちが参加できないことがあるので、開
催場所については、色々な地域の子どもたちに夢を与えるためにも、各地で開催で
きるように検討していただきたい。

○ 文化財などをインターネットで情報発信することは、とても重要で良いことなの
で、今後も引き続き続けてほしい。

○ グローバル人材育成事業として高校生の留学などの取組が行われているが、留学
をした生徒がその後どのように変化し、効果があったのかなどについてアンケート
調査の実施や追跡調査などを通して、取組の検証を行う必要があると考える。さら
に、留学経験者の影響で、高校生のグローバル意識が高まったなどの事例やデータ
があると良い。
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育ちあえる絆をつくる

地域の中で豊かな人間関係を築くことによって

互いに育ち合うことのできる絆づくりを進めます

１ 主な事業

(１) 基本施策11 人権尊重の精神を育む教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①人権教育推進体制の充実に向けた支援

[目的] [実施状況]

県内の全ての学校全ての地域において人権 ・局内及び全庁的な連携のための会議

教育を効果的に推進できるよう、人権教育推 人権教育推進会議

進体制の充実に向けた支援に努める。 局内人権教育担当者連絡会議(４回)

人権教育担当者連絡会議(３回)

・市町教育委員会等関係機関との連携のための会議

教育長人権教育連絡会議

人権教育研究推進事業運営協議会(３回)

・市町教育委員会や学校への支援

人権教育推進のための支援訪問(181回) 等

②人権教育指導者の養成と資質・能力の向上

[目的] [実施状況]

人権教育を推進する指導者を養成するとと ・教職経験等に応じた研修の実施 参加者：1,949名

もに、指導者としての資質・能力の向上を図 ・指導内容及び方法に関連した研修の実施

る。 人権教育推進担当者研修会 参加者：158名

人権教育担当者スキルアップ研修

参加者：50名

・様々な人権問題に関連した研修の実施

性的マイノリティに係る研修会

参加者：82名

デートＤＶを考える研修会 参加者：52名

性暴力について考える研修会 参加者：54名

児童虐待に対応するための研修会

参加者：257名

③学習内容及び方法の改善・充実と啓発の推進

[目的] [実施状況]

人権について理解を深め、人権意識を高め ・人権教育研究の推進

ることができるよう、学習内容及び方法の改 人権教育総合推進地域事業(３中学校区)

善・充実を図るとともに、人権啓発の推進に 人権教育研究指定校事業(２小２中学校)

努める。 人権教育研究学校指定事業(１県立校)

・人権に関する作品の募集

人権に関する作文の募集(64,923点)

人権に関するイラストの募集(1,598点)

・資料等の作成と活用促進

人権教育推進の手引(4,700部)

人権に関する文集(8,860部)

学習・啓発資料(63,500部)

人権教育だより(年２回ホームページに掲載)

基本目標
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(２) 基本施策12 県民一人一人の生涯学習への支援

☆は平成30(2018)年度新規事業

①栃木県生涯学習推進計画五期計画の推進

[目的] [実施状況]

栃木県生涯学習推進計画五期計画による、 ・栃木県生涯学習推進計画の周知

自立・協働・愛着の視点による生涯学習の推 ・生涯学習推進本部会議(担当者会議)の開催

進を図る。 ・第13期生涯学習審議会の開催(２回)

②とちぎ県民カレッジの推進

[目的] [実施状況]

市町、関係機関等との連携を図りながら、 ・講座の充実

総合的かつ体系的な学習機会を県民に提供す 連携機関数：102機関

るとともに、学習した成果が地域で生かせる 講座数：1,710講座

ように支援することにより、県民がいつでも 受講者：91,483名

どこでも学べたり、学習した成果を地域で生

かせるようにする。

③生涯学習ボランティアの推進

[目的] [実施状況]

県内で実施されている学習機会を通して県 ・ボランティア活動の推進

民が蓄積した学習の成果をボランティア活動 相談件数：815件

に生かすことのできる環境の整備を図る。 コーディネート件数：35件

団体登録数：302団体(新規２団体)

個人登録数：596名(新規３名)

④アカデミアとちぎ推進事業

[目的] [実施状況]

学校が有する専門的な教育機能や施設、設 ・実施校：県立学校６校

備等を地域社会に開放し、一般的な教養や専 ・受講者：272名

門的な知識、技術に関する学習機会を提供す

ることを通して県民の生涯学習の推進を図る。

(３) 基本施策13 学校・家庭・地域の連携による教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①ふれあい学習推進事業

[目的] [実施状況]

子ども同士、大人同士、子どもと大人、そ ・ふれあい学習推進委員会の開催(２回)

して幅広い年代の人々との交流活動や体験活 ・学校と地域の連携推進セミナー(※1)の実施

動、学習活動等を「ふれあい学習」として推 (２回)

進し、学校、家庭、地域が連携・協力し、子 対象：地域の教育活動を担う指導者等

どもの「生きる力」を育みながら、家庭と地 参加者：97名

域の教育力の向上を目指す。 ・「ふれあい学習推進会議」、「ふれあい学習

ネットワーク(※2)」の実施(７教育事務所)

(※1) 地域の教育力の向上のために、学校支援活動をはじめとする様々なボランティア活動に携わる関係者の資質

・能力の向上を図るとともに、地域に根付いた活動が円滑に推進されるよう関係者間のネットワーク構築を図

る研修のこと。

(※2) 学校教育関係者、社会教育関係者及び地域で活動する団体・グループ等の関係者が、ふれあい学習の推進へ

の共通理解を図り、実践に向けた情報交換や様々な教育課題の解決等を目指したネットワークづくりを推進す

る会議や研修のこと。
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②地域教育コーディネーター養成事業

[目的] [実施状況]

ボランティアや地域住民、企業、団体、機 ・全体研修

関等と受け入れ側である学校との連絡調整を 対象：地域活動実践者､市町担当者､教職員等

行い、地域の実情に応じて、住民の学びや交 参加者：163名

流等の機会を企画運営できる地域教育コーデ ・地区別研修

ィネーターを養成し、地域住民が社会参加活 (３～５回 各教育事務所)

動に取り組みやすい環境整備を図る。 参加者：延べ1,046名

③社会教育主事講習への派遣

[目的] [実施状況]

教育基本法第13条で示されている「学校、 ・社会教育主事講習

家庭及び地域住民等の相互の連携協力」の推 宇都宮大学：87名派遣（うち行政職員11名を含む）

進や地域とともにある学校づくりを社会教育 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

の視点から支援するため、社会教育主事講習 平成30(2018)年度は派遣なし

へ教員を派遣する。 社会教育主事有資格者：1,132名

(４) 基本施策14 地域全体で支える家庭教育への支援

☆は平成30(2018)年度新規事業

①家庭教育の学習機会の充実

[目的] [実施状況]

子育て中の親に対し、子どもの誕生から自 ・親学習プログラム(※3)の普及・定着

立まで切れ目なく、家庭教育に関する学習機 指導者養成(29名)学習機会(326回実施)

会を提供するとともに、やがて親となる若い ・家庭教育オピニオンリーダーの養成(37名)

世代に対しても親・家族・家庭の意義や役割 ・とちぎの高校生「じぶん未来学」の推進

などについて学ぶ機会を提供する。

②家庭教育支援の基盤づくり

[目的] [実施状況]

様々な世代、立場の人が、子育てに関わり、 ・家庭教育支援・子育て支援関係者広域ネッ

家庭教育を支援していけるよう、地域住民、 トワークの開催

家庭教育支援団体等のネットワーク化を図り、 ・家庭教育電話相談(ホットほっと電話相談、

地域全体で子育てをする家庭を支える環境を メール相談)の実施

整える。 いじめ相談さわやかテレホンの24時間相談

員対応

(※3) 保護者同士が交流しながら、子育ての悩みを解消したり、自身の子育てを振り返ったりして、子育てに必要

な知識やスキル等を主体的に学べる参加型学習プログラムのこと。
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(５) 基本施策15 スポーツを通じた教育の充実

☆は平成30(2018)年度新規事業

①とちぎ広域スポーツセンター(※4)事業

[目的] [実施状況]

「総合型地域スポーツクラブ」(※5)の創設・ ・各市町、クラブの巡回訪問(49回)

運営を支援することにより、県民が、それぞれ ・クラブ連絡協議会の開催(２回)

のライフステージにおいて、「だれでも、いつ 参加者：118名

でも、どこでも、いつまでも」主体的にスポー ・総合型ＳＣフェスタの開催(６地区で開催)

ツに親しむことができるようにする。 参加者：延べ2,298名

②「とちぎスポーツフェスタ」の開催

[目的] [実施状況]

スポーツレクリエーション活動の推進及び健 ・スポーツフェスタの開催

康づくりを目的とした総合的なスポーツイベン 参加者：延べ2,054名

トを開催し、県民総スポーツの推進に資する。 ・県レクリエーション大会の開催

参加者：延べ3,546名

・生涯スポーツ大会開催(24種目)

参加者：5,663名

・県民スポーツ大会開催(25種目)

参加者：23,827名

③国体に向けた競技力の向上

[目的] [実施状況]

栃木県競技力向上基本計画に基づき、令和４ Ⅰ.組織体制の整備･拡充

(2022)年の「いちご一会とちぎ国体」での天皇 ・競技団体強化推進事業(41競技団体)

杯・皇后杯の獲得と、本県開催国体以降の安定 事業実施：延べ197日

した競技力の確保に向け、Ⅰ.組織体制の整備･ 参加者：延べ1,358名

拡充、Ⅱ.選手の発掘･育成･強化、Ⅲ.指導者の ・成年種別強化等検討部会の開催

養成・資質の向上、Ⅳ.競技力向上のための環 Ⅱ.選手の発掘･育成･強化

境整備の４本柱からなる事業を展開し、競技力 ・チームとちぎ育成強化事業(41競技団体)

向上を図る。 事業実施：延べ2,371日

参加者：延べ31,030名

・アドバイザリーコーチ招へい事業

(34競技団体)

事業実施：延べ346回

アドバイザリーコーチ：長期49名、短期33名

・新規導入競技サポート事業(８競技団体)

事業実施：延べ46日

参加者：延べ751名

(※4) 「総合型地域スポーツクラブ」の創設・運営を支援する組織のこと。

(※5) 子どもから高齢者まで(多世代)、様々なスポーツを愛好する人々が(多種目)、初心者からトップレベルまで、

それぞれの志向・レベルに合わせて(多志向)参加できる、身近な地域でスポーツに親しむことができるスポーツ

クラブのこと。
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・タレント発掘･育成事業

検討部会等の開催(３日)

エクセレントキッズ・ジュニアの認定：44名

育成プログラムの実施：延べ63回

競技体験プログラムの実施：14競技

・ジュニアアスリート育成強化事業

(40競技団体)

事業実施：延べ1,117日

参加者：延べ27,604名

・中学校･高等学校運動部活動支援事業

拠点校検討部会等の開催(３日)

中学校：拠点校６校10部、拠点地区２地区

３競技、県選抜13競技

高等学校：重点強化拠点校24校59部

強化推進拠点校40校98部

・有望選手･チーム強化支援事業

(23競技団体73選手、16競技団体31チーム)

事業実施：延べ425日 参加者：延べ3,209名

・トップアスリート就職支援事業

アスリート・キャリアサポート検討部会の

開催

協力企業27社､就職希望者10名､内定者３名

・ふるさと選手サポート事業

(19競技団体、152名)

・女性アスリート育成強化事業(29競技団体)

事業実施：延べ207日

参加者：延べ3,487名

Ⅲ.指導者の養成･資質の向上

・国体対策指導者養成事業(41競技団体)

事業実施：延べ233日

参加者：延べ1,359名

Ⅳ.競技力向上のための環境整備

・スポーツ医･科学サポート事業(19競技26団体)

・スポーツ用具整備事業(14競技団体)

☆④栃木県オリンピック･パラリンピック教育推進事業

[目的] [実施状況]

東京2020オリンピック・パラリンピック競 ・推進委員会の開催(２回)

技大会を契機として、異文化に対する理解を ・推進校を指定し、オリンピック・パラリン

深め、おもてなしの心や公共心・道徳心を涵 ピック教育を実践

養することなどを通じて、児童生徒に平和な 小・中学校及び義務教育学校

社会の実現に貢献する態度を養う。また、オ ：栃木市、那須塩原市、佐野市で推進

リンピック・パラリンピックの歴史や意義等 校を指定

の正しい理解を促し、スポーツへの関心を高 県立学校：２校

め、多様なスポーツとの関わりを持てる機会

とする。
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２ 推進指標

推進指標 「自分によいところがあると思う」と答える児童生徒の割合

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

小６ 77.9% 77.9% 79.0% 79.7% 85.4% 増加を

中３ 72.8% 72.8% 73.9% 74.7% 82.9% 目指す

推進指標 学校・家庭・地域の関係者が集う「ふれあい学習ネットワーク」への参加者(累計)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

17,385人 18,269人 19,152人 20,149人 21,095人 22,185人

推進指標 地域で活動する家庭教育支援者を目指した研修を修了した人数(累計)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

2,125人 2,192人 2,250人 2,314人 2,380人 2,463人

推進指標 成人の週１日以上のスポーツ活動実施率

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

38.8% 38.8% 43.7% 45.6% 41.7% 50%

推進指標 国民体育大会における本県の天皇杯(男女総合成績)順位と得点

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

19位 19位 30位 21位 28位 10位以内

1,029点 1,029点 903.5点 964点 875.5点 1,400点以上

３ 点検・評価及び今後の対応方向 ［○：点検・評価

△

：今後の対応方向］

(１) 基本施策11 人権尊重の精神を育む教育の充実

① 人権教育推進体制の充実に向けた支援

○ 市町教育長人権教育連絡会議や人権教育研究推進事業運営協議会等を通じて、人権教

育推進の方向性について共通理解を図った。共通の方向性に基づき、市町教育委員会と

連携を図り、人権教育推進体制の充実に努めることができた。

○ 人権教育推進会議を通じて、知事部局の関係各課室と人権教育推進上の課題等を共有

した。課題等を踏まえ、共同で研修会を開催するなど、全庁的な人権教育推進体制の構

築を図ることができた。

○ 「人権教育推進の手引」を各種会議等の資料として説明するとともに、各学校や市町

教育委員会に配布した。各種研修会で適時、取り上げるなど、本県における人権教育の

推進の在り方について周知が図られた。

○ 各学校や市町教育委員会における人権教育推進体制の充実に向けた指導・助言を行う

ため、県教委の指導主事や社会教育主事を派遣する支援訪問を延べ181回実施した。依頼

者の要望を踏まえながら、実態に応じた支援を行うことができた。

▽ 引き続き、各学校や市町教育委員会へのきめ細かな支援を行っていく。

② 人権教育指導者の養成と資質・能力の向上

○ 各学校の人権教育主任を対象とした人権教育推進担当者研修会では、様々な人権問題

を取り上げた授業について、それぞれの実践に基づく研究協議を行った。また、市町教

育委員会の指導主事や社会教育主事等を対象とした人権教育スキルアップ研修では、参

加体験型の手法を活用した学習の展開方法について、講義と演習を行った。いずれの研

修も事後アンケートでは、「参考になった」が99％、100％と高評価であり、参加者の資

質・能力の向上につながった。

○ 「性的マイノリティの理解と対応のための研修会」、「児童虐待に対応するための研修

会」など、個別の人権問題を扱った研修会を実施し、近年顕在化する様々な人権問題や

それらへの適切な対応について理解を深めた。

▽ 引き続き、指導者に求められる資質・能力とは何かを明らかにしながら、新たな指導

者の養成と資質・能力の向上を図るための研修を計画的に実施していく。
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③ 学習内容及び方法の改善・充実と啓発の推進

○ 文部科学省委託事業「人権教育研究指定校事業」及び県単事業「人権教育研究学校指定

事業」では、指定校３校において、人権教育の学習内容や方法について研究し、その成果

を公開研究発表会や栃木県教育研究発表大会人権教育部会で発表した。参加した教職員や

教育行政職員が、具体的な指導方法や実践事例について研修を深める機会となった。

○ 人権教育の充実を図るため、人権に関する作文及びイラストの入賞作品をまとめた文集

「あすへのびる」及び児童生徒用学習資料「人権の窓」を作成し、学校や社会教育施設等

へ配布した。活用例やワークシートを添付したことで、学級活動での使用など、活用を図

ることができた。

▽ 人権教育は、児童生徒の発達の段階や各教科・領域等の特質に応じ、教育活動全体で推

進することが重要であり、人権教育研究校の研究成果を踏まえながら、引き続き人権教育

に係る学習資料、啓発資料等を作成し、様々な場面での活用を通して積極的な推進を図っ

ていく。

(２) 基本施策12 県民一人一人の生涯学習への支援

① 栃木県生涯学習推進計画五期計画の推進

○ 関係機関等への冊子及び概要版リーフレットの配布、県ホームページへの掲載、生涯

学習・社会教育に係る会議・研修・行事等で説明を行い、計画の趣旨、基本目標、推進

の視点、重点施策等の周知を図った。生涯学習推進本部担当者会議では、庁内各課室で

実施している生涯学習関連事業を調査し、予算や事業内容をまとめ、関係課室へ情報提

供を行い全庁的に連携し、生涯学習施策を進めた。

▽ 生涯学習審議会の提言をもとに、本計画における生涯学習推進の３つの視点(自立・協

働・愛着)から、学習情報の提供、学習機会の創出、活動支援の充実に努め、庁内各課室、

市町、その他関係機関等との連携を図り、五期計画の基本目標である「ともに学びとも

に“とちぎ”の未来をひらく人づくり」を引き続き目指していく。

② とちぎ県民カレッジの推進

○ 登録講座については、平成29(2017)年度の1,570講座から1,710講座に増え、連携機関

数については、101機関から102機関になった。また、講座の内容や構成を変えた機関も

あることなどから、受講者数が87,450名から91,483名に増加した。さらに、講座に対す

る要望や問い合わせも多数あることから、本事業へのニーズが高いことがうかがえる。

▽ ホームページへの掲載や冊子配布等を通し、登録講座情報を幅広い世代へ周知してい

く。また、講座数が少ない地域の底上げを目指すとともに、郷土愛につながる栃木県の

郷土理解の講座や、県民の要望の高い福祉関係の講座の充実を図り、更なる学習機会の提

供に努めていく。

③ 生涯学習ボランティアの推進

○ 生涯学習ボランティア登録者数については、新規の団体登録が２件増えたが、高齢に

よる退会などにより、団体登録数は310団体から302団体、個人登録数は641名から596名

へと減少した。

▽ 県と各市町のボランティアセンター同士の情報交換を行い、ネットワークの深化を図

る。また、年２回の広報誌を通じて、ボランティアの活動状況やボランティア情報シス

テムである「かがやきネット」の周知など情報発信に努め、ボランティア活動の推進を

図っていく。

④ アカデミアとちぎ推進事業

○ 昨年度は、演劇や絵画、ボランティア養成講座等、県立学校６校で講座を実施した。

受講者アンケートでは、実施について受講者全員から好評であった。学習内容の取り組み

やすさについても70.4％の受講者が「ちょうど良い」と評価している。



- 35 -

▽ 受講者アンケートにより地域課題の解決を図る講座の開設を望んでいることが把握で

きたことから、地域課題の解決の視点を講座の内容にできるだけ加えるよう今年度の実

施２校には求めていく。

(３) 基本施策13 学校・家庭・地域の連携による教育の充実

① ふれあい学習推進事業

○ ふれあい学習推進事業の重点目標の１つとして地域コーディネーターの設置促進を掲

げ、各教育事務所、総合教育センターと連携して取り組んだ結果、県内全体で平成29(2017)

年度に比べ26名が増加し、698名となった。また、推進指標の「学校・家庭・地域の関係

者が集うふれあい学習ネットワーク(研修及び情報交換等)への参加者」については、946

名の参加(累計21,095人)があり、関係者同士のネットワークを広げることができた。

▽ 新学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」の理念が示され、その実現に向けて

は学校と地域の連携協働が不可欠であるため、今後は「地域とともにある学校づくり」、

「学校を核とした地域づくり」を一体的に支援していく。

② 地域教育コーディネーター養成事業

○ 県内各地においてコーディネーター養成研修を実施し、学校支援ボランティア関係者

や地域活動実践者等1,046名の参加があった。研修修了後に、市町教育委員会との連携の

下、学校の依頼を受け、子どもたちの学習の充実につながるコーディネーターとして活

躍している。さらに、コーディネーター同士でグループをつくり、地区間の情報を共有

し合い、幅広い活動に生かしている地域もあった。

▽ 各教育事務所及び総合教育センターにおける養成研修の内容の充実を図り、より多く

の地域人材を養成するとともに、各市町に対して、コーディネーターの複数配置やネッ

トワーク化など、地域学校協働活動を推進するための持続可能な体制整備を促していく。

③ 社会教育主事講習への派遣

○ 教員や行政職員を社会教育主事講習へ派遣し、新たに87名が資格を取得した。また、

講習終了後に、教育事務所単位での研修会や県域での研修・交流会を実施し、各地域に

おいての活動に資するための知識・技能を習得するとともに、有資格者同士のネットワ

ークの構築につながった。

▽ 今後も、公立学校に各校１名以上配置できるよう、計画的な養成を図っていく。また、

社会教育主事有資格者に対し、教育事務所単位での研修会等への参加を促していく。

(４) 基本施策14 地域全体で支える家庭教育への支援

① 家庭教育の学習機会の充実

○ 各市町と連携し、就学時健康診断等の保護者が多く集まる機会や家庭教育学級・ＰＴ

Ａ研修等において、親学習プログラムを活用した保護者の学習機会を年間326回設けた。

参加者同士が、話合いや交流を通して、子育てに必要な知識やスキルについて学んだ。

▽ 指導者の養成と資質の向上を図りながら、各市町の理解と協力を得て、学習機会の確

保と内容の充実を図っていく。

② 家庭教育支援の基盤づくり

○ 家庭教育関係者と子育て支援関係者が地域で連携し、子育て中の家庭を支援していけ

るよう「家庭教育・子育て支援関係者広域ネットワーク」を開催し、情報交換等を通し

て首長部局関係者との相互理解とネットワークづくりを進めることができた。また、推

進指標である「地域で活動する家庭教育支援者の養成者数」も平成29(2017)年度に比べ66名

増加し、累計で2,380人となった。

▽ 指導者の養成と資質の向上を図りながら、関係部局及び各市町の理解と協力を得て、

家庭教育支援者の活動機会の創出と内容の充実を図っていく。
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(５) 基本施策15 スポーツを通じた教育の充実

① とちぎ広域スポーツセンター事業

○ 県民総スポーツの拠点である総合型地域スポーツクラブ数は、平成29(2017)年度から１

クラブ減の56クラブになったが、総会員数は、「広域スポーツセンター」の各種事業や、市

町、栃木県体育協会と連携した取組等により、614名増の27,807名となった。また、３市町

はクラブ設置には至らなかったが、準備委員会の設立に向けた取組が推進された。

これまで、総合型スポーツクラブはスポーツを通した豊かなコミュニティ活動の推進に

貢献してきたが、一部のクラブでは、指導者の高齢化や運営基盤の問題などにより、活動

の休止が見受けられるなど、更なる支援が必要である。

▽ 市町や県体育協会との連携のもと、既設クラブの運営基盤、指導者の構成、活動内容な

どの現状分析を行うとともに、活動の活性化や運営の安定化に向けた育成支援を継続し、

総合型地域スポーツクラブ未設置の３市町での創設に向け、巡回訪問や指導助言を増やす

など支援の充実に努めていく。

② 「とちぎスポーツフェスタ」の開催

○ ボッチャやアキュラシーなど障害者スポーツの体験や、トップアスリートによるスポー

ツ教室、県レクリエーション協会など関係団体と連携したスポーツレクリエーション体験

に加え、ラジオ体操講習会など多彩なプログラムを実施し、延べ約2,000人の参加を得るこ

とができた。

平成30(2018)年度から、保健福祉部主催の「とちぎ健康フェスタ」との共同開催により、

健康づくりにおける相乗効果が図られ、参加者の満足度が向上した。

▽ 関係機関・団体と連携し、日頃から運動習慣がなくても体験できる企画を充実させ、よ

り多くの県民が参加できるイベントとすることにより、スポーツ未実施者の運動習慣の定

着に向けたきっかけ作りにつなげていく。また、令和２(2020)年に開催される東京オリン

ピック・パラリンピックや令和４(2022)年に本県で開催される国民体育大会や全国障害者

スポーツ大会に向けた県民のスポーツに対する機運の高まりを県民の運動やスポーツ活動

につなげられるよう企画の工夫改善を図っていく。

③ 国体に向けた競技力の向上

○ 令和４(2022)年に本県で開催される第77回国民体育大会に向けて、「栃木県競技力向上基

本計画」(Tochigi Victory Plan)に基づき、「Ⅰ.組織体制の整備･拡充」、「Ⅱ.選手の発掘･

育成･強化」、「Ⅲ.指導者の養成･資質の向上」、「Ⅳ.競技力向上のための環境整備」の４本

柱からなる競技力向上事業を展開した。

平成30(2018)年度は競技力向上基本計画における「充実期」の中間年となり、成年選手

の強化や女性アスリート強化に本格的に着手し、トップアスリート就職支援事業やふるさ

と選手サポート事業などに取り組んだ。

推進指標となっている「国民体育大会における本県の天皇杯順位」は、平成29(2017)年

の21位から28位へと順位を落とす結果となった。第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ

国体」に向けては、依然、本大会において入賞できない競技が多数あることから、競技力

の底上げが必要である。

▽ 充実期としての取組を着実に推進し、現有選手の育成強化に努めるとともに、スポーツ

専門員配置事業や就職支援等による成年選手の確保に力を入れ、選手層の充実を図ってい

く。さらに、スポーツ医・科学支援による競技力向上を目指し、拠点となる施設の整備を

進めていく。

④ 栃木県オリンピック・パラリンピック教育推進事業

○ 各学校のねらいに応じた取組により、スポーツやオリンピック・パラリンピックへの

意義を理解するとともに、興味・関心を高めることができ、令和２(2020)年の東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会に向けての機運醸成が図られた。
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▽ 各学校において効果的にオリンピック・パラリンピック教育を推進するために、各教

科等との連携を図り、適切に指導時間を確保するなど、教職員の意識の向上や学校教育

全体を見通した計画を立て、実践していく。

検討会議からの主な意見

○ 国は、地域とともにある学校作りとして、学校運営協議会（コミュニティスクー
ル）の導入を進めているが、県教育委員会として、課題を整理しながら、きちんと
評価を行い、市町と連携しながら導入を進めていただきたい。

○ 「家庭教育の学習機会の充実」として、親学習プログラムが浸透してきたことは、
とても良いことである。オピニオンリーダーの養成については、研修を実施して終
わりではなく、その後についても継続的な支援をお願いしたい。

○ 国体に向けた競技力向上は重要だが、なぜ国体で良い成績を取らなければならな
いのか、全体的なバランスの中で良い施策になっているのか、検討していただきた
い。また、部活動指導においても成績至上主義になっていないか、教育委員会とし
て検討していただきたい。
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基本施策推進のための教育環境づくり

１ 主な事業

(１) 教員の資質・能力の向上

☆は平成30(2018)年度新規事業

①教職員の人材確保

[目的] [実施状況]

教員採用試験において、面接試験を充実さ ・中学校・高等学校の英語の志願者で、TOEFL

せたり、各種特別選考を拡大したりするなど、 600点以上取得者、TOEIC900点以上取得者、

広い観点から選考を行い、教職員として優秀 または、実用英語技能検定１級合格者を対

な人材を確保する。 象に、第１次試験の専門科目の得点に５点

を加点する制度を新たに実施

・直近の５年間に、在外日本人教育施設等で

の通算２年以上の勤務経験や青年海外協力

隊等での通算２年以上の派遣実績がある者

を対象に、第１次試験の一般教養試験を免

除し、集団面接の代わりに個人面接を行う

特別選考を新たに実施

・第１次試験で集団面接、第２次試験で個人

面接及び集団討議を継続して実施

・ＰＴＡ関係者、民間企業人事担当者や教員

出身以外の行政職員を面接委員に継続して

委嘱

・小学校及び特別支援学校(小学部)の第２次

試験において、英語の実技試験を実施

②教員の指導力向上に向けた研修の充実

[目的] [実施状況]

「栃木県教員育成指標」(※1)及び「栃木県教員 ・総合教育センターによる研修

研修計画」を踏まえて、喫緊の課題に対応するた 研修数：120研修(延べ321回)

めの実践的指導力を高める研修の実施、校内研 受講者数：延べ23,397名

修の支援、調査研究成果の普及・啓発を図るこ ・講師派遣

とにより、自信と誇りをもって子どもたちと向 派遣回数：713回(うち学校への派遣240回)

き合える教師を育成する。

③とちぎの教育未来塾

[目的] [実施状況]

若手教員に教員としての基礎を確立させると ・実施：10月６日から１月26日までの土曜日

ともに、本県教員を目指す学生等が若手教員と (全７日間)20講座

ともに学ぶことを通して、教員としての基本的 受講者：202名

な事柄を理解させ、教職に対する情熱・使命感 (現職教員66名、学生等136名)

を高めさせる。 講師：総合教育センター職員、栃木県ＰＴ

Ａ連合会長等

(※1) 教員一人一人が、自らの職責、経験及び適性に応じて、資質の向上を図る際の目安となるもの、さらに高度

な段階を目指す際の手がかりとなるもの。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouinikuseishihyo.html

教育環境づくり
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④教職員の保健管理の充実

[目的] [実施状況]

教員が児童生徒の教育に携わるに当たって ・精密検査の受診勧奨

は、心身共に健康であることが大変重要である 広報誌、各種会議、研修会での意識啓発

ため、定期健康診断・人間ドックの要精密検査 精密検査受診勧奨通知の発送(３回：県立学校)

者への受診勧奨等による健康の保持増進のため 精密検査受診率：74.9％

の啓発、メンタルヘルス不調の未然防止のため ・健康への関心を高める施策

の対策を講じる。 健康づくりセミナーの開催(４回)

受講者：226名

・メンタルヘルス対策

総合教育センター研修における講話(11回)

受講者：1,106名

メンタルヘルス講座(２回)

受講者：101名

出前講座(７回)

受講者：271名

学校メンタルサポート事業(３校)

ストレスチェック事業(県立学校)の実施

(4,911名、受検率：100%)

(２) 学校の指導体制の整備

☆は平成30(2018)年度新規事業

①栃木の新少人数学級推進事業～とちまる・いきいき・スマイルプラン～

[目的] [実施状況]

本県独自の少人数学級を実施することによ ・小学校第１・２・３学年での35人以下学級

り、児童生徒一人一人のよさや可能性を引き出 を継続して実施

して育てる教育を推進する。 ☆小学校第４学年での35人以下学級を新たに

実施

・中学校全学年での35人以下学級を継続して

実施(307名配置)

・小・中学校へ学校支援非常勤講師を配置

(220名配置)

☆②学校における働き方改革

[目的] [実施状況]

本県の全ての教職員が健康でいきいきとや ・栃木県公立学校業務改善推進委員会の開催

りがいをもって勤務しながら教育の質を高め (４回実施)

ていける勤務環境の実現を目指す。 ・学校における働き方に関するアンケートの

実施

調査期間：７月１日から７月20日

対象者：県内公立学校に常勤する全ての教

職員

回答者数：13,656人(回答率：86.7％)

・｢学校における働き方改革推進プラン｣作成

・公表
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(３) 社会の変化に対応した特色ある学校づくり

☆は平成30(2018)年度新規事業

①魅力ある県立高校づくりの推進

[目的] [実施状況]

本県の高校教育を取り巻く社会環境の変化に ☆２学級特例校とした日光明峰高校への学校

対応するため、新たな県立高等学校再編計画を 運営協議会の設置

策定し、より一層、魅力と活力のある学校づく ☆３学級特例校とした馬頭高校への学校運営

りを推進する。 協議会の設置及び単位制の導入

・特例校及び特例対象校支援チームの設置

(４) 学校施設・設備の整備と学校の安全管理

☆は平成30(2018)年度新規事業

①県立学校の施設・設備の整備

[目的] [実施状況]

学校施設の老朽化対策などを計画的に進め ・県立学校施設長寿命化保全計画に基づく、

ることにより、安全・安心な学習環境を確保 校舎・体育館等の改修工事(22校)

する。 ・老朽化の著しい部室の改築工事(２校)

また、工業高校や農業高校など職業系高校 ・ブロック塀の安全対策(34校)、空調整備

にある老朽化した実験実習設備を計画的に整 (13校)

備することにより、職業系高校の学習環境の ・老朽化した実験実習設備の更新

向上を図る。 (10校16品目19台)

②公立小・中学校施設の整備促進

[目的] [実施状況]

小・中・義務教育学校の校舎や体育館等の ・市町村立学校施設の新増築(３校)

新増改築事業、大規模改造事業、防災機能強 ・市町村立学校施設の統合(改修)(１校)

化事業等について、助言等を行うことにより、 ・大規模改造(老朽・空調・トイレ等)

児童生徒の安全確保や教育環境の改善を図る。 (延べ68校)

・防災機能強化(非構造部材の耐震対策・ブ

ロック塀等安全対策)(36校)

(５) 青少年教育施設とスポーツ施設の整備

☆は平成30(2018)年度新規事業

①青少年教育施設の整備

[目的] [実施状況]

集団生活体験による自立性や協調性を養う ・新青少年教育施設基本計画策定(８月)

とともに、青少年が様々な体験活動を通して、 ・新青少年教育施設の整備運営手法にＰＦＩ(※2)

社会性や豊かな心、健やかな体を育む青少年 を導入する方針を決定(８月)

教育施設の機能を継承しつつ、多くの人々に ・ＰＦＩ法(※3)に基づく実施方針策定作業着手

生涯を通じて学習する機会を提供するため、 ・基本計画の事業者説明会実施(45社参加)

県民の生涯学習に資するための施設として整 ・既存施設利用者から新施設に対する意見等

備する。 の聴取(34団体、294件)

(※2) Private Finance Initiativeの略で、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の設計・

建設、維持管理及び運営等を行う公共事業の手法。

(※3) 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年７月30日法律第117号)」の略称。
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②スポーツ施設の整備

[目的] [実施状況]

県民の多様なスポーツニーズに応えるととも ・第77回国民体育大会中央競技団体正規視察

に国体の本県開催を見据え、競技力の向上や各 結果を踏まえた施設の整備等(３施設)

種大会開催に対応できるようスポーツ施設の整 ・栃木県ライフル射撃場の再開に向けた土壌

備を進める。 対策工事・射撃場改修工事詳細設計の実施

２ 推進指標

推進指標 県総合教育センターが実施した研修について「今後の職務に生かせる」「自身の資

質・能力の向上に役立つ」と回答した教員の割合(※4)

基準値 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020) 目標値

65% 65% 78.6% 78.1% 79.9% 75%

３ 点検・評価及び今後の対応方向 ［○：点検・評価

△

：今後の対応方向］

(１) 教員の資質・能力の向上

① 教職員の人材確保

○ 受験者を多く集める工夫としては、本県の新規採用教員からのメッセージを載せた採用

試験のパンフレットを配布したり、教員養成系をはじめとする大学を訪問して採用試験説

明会等を実施したりするなど、本県採用試験の状況を受験者及び関係機関に周知してきた。

また、休日に県庁を会場にした説明会を年２回実施し、大学訪問による説明を聞くこと

ができなかった学生を対象に説明会を実施した。さらに、平成29(2017)年12月からツイッ

ターによる情報発信の充実にも努め、栃木県の教員を目指す方々に各種採用等に関する情

報をより迅速に分かりやすく入手できるようにしている。

高等学校選考において、幅広く優秀な人材を確保するため、平成29(2017)度より加点制

度を導入し、「情報」の普通免許状に係る加点制度では１名が合格、高等学校(家庭)の志願

者で、調理師免許の資格に係る加点制度では１名が合格した。

▽ 令和２(2020)年度の採用については、さらに多様で優秀な人材確保のために、「スポーツ

の実績により一部試験を免除した選考」で基準の変更を行い、競技力・専門性の高い教員

の確保を目指し、受験資格を直近３年の競技実績とする。また、「障害のある方を対象と

した選考」の募集人数・対象について、全ての募集区分・教科・科目を対象に、募集人

数を従来の５人程度から20名へと増やし、受験資格の対象に療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている人を新たに加えていく。

また、平成30(2018)度までは「大学院進学者に対する特例」において、教職大学院の

進学希望者のみとしていたが、さらに多くの優秀な人材を確保するため、教職大学院に

限らず、大学院進学希望者全体に対象者を拡大していく。

引き続き教員採用の改善についての検討を重ね、本県の教育力向上のため、質の高い教

員の確保に努めるとともに、受験者の増加に向け取り組んでいく。

(※4) 総合教育センターが実施する教員を対象とする全ての研修において、受講後に実施する研修評価(アンケート)

の中で、研修の目的、内容に応じて、「今後の職務に生かせる内容であったか」、「自身の資質・能力の向上に役

立つ内容であったか」のどちらかを問う。評価は１～４の４段階とする。「１(最高評価)」と回答した受講者の

割合を研修ごとに算出(複数日程の研修は研修実施日ごとに算出)し、その平均値を算出する。
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② 教員の指導力向上に向けた研修の充実

〇 総合教育センターでは、「栃木県教員育成指標」及び「栃木県教員研修計画」を踏まえ、

各研修を見直し、内容及び方法の工夫・改善を図った。研修の軸となる基本研修の充実

を目指し、若手教員の育成については、教職５年目までを１年目、２～３年目、５年目

の３つのステージに区分し、５年間を継続した研修(「とちぎの若手教員15(いちご)研修」

と称した)に大きく見直した。また、ミドルリーダーの育成について、教職10年目に該当

する教員が受講する中堅教諭等資質向上研修では、校内授業研究会の立案・運営等の校

内実践を行うなど職務遂行に必要な資質向上を図る内容を重視した。各種研修では、目

的や内容に応じ、総合教育センターの調査研究成果物を用いて講話・演習を実施し、実

践につながるようにした。

受講後の研修評価(アンケート)結果では、「今後の職務に生かせる内容であった」、「自

身の資質・能力の向上に役立つ内容であった」と回答した受講者の割合は、79.9％であ

り、目標値を上回る結果を維持している。

▽ 「栃木県教員育成指標」を踏まえて、各研修の内容が受講者の資質・能力の向上につな

がっているかを、研修評価(アンケート)等により把握し、研修目標、内容、方法の見直し

に努めていく。

〇 学校等の要請に基づき、校内研修の支援等のために指導主事等を講師として派遣した。

受講者の振り返りなどからは、教員としての専門性・学校の組織力・危機管理能力の向

上などにつながっている様子がうかがえた。

▽ 引き続き、学校等からの要請に応じて指導主事を派遣するとともに、学校が主体的に校

内研修を企画・運営していけるような支援の工夫に努めていく。

③ とちぎの教育未来塾

〇 教職経験５年以内の若手教員、期限付講師等、本県の公立学校の教員を目指す学生等

がともに学ぶ場として、それぞれの校種の特徴を踏まえた学習指導や児童・生徒指導、

服務等に関する講座を実施するなど、より実践的な研修となるよう工夫・改善を図った。

各教育事務所管内における研修会、県立学校、近隣の大学などで幅広く広報活動を進

めるとともに、申込みのＷｅｂ化を図ることにより、定員(200名)を上回る参加を維持している。

事後アンケートからは、「現職教員と学生との意見交流が受講生にとって有意義なもの

となっていること」「学校教育に関する様々な視点からの講話や演習を通して、受講生が

学びや成長を実感していること」がうかがえ、受講者の教職に対する情熱や使命感を高

めることにつながっている。

▽ 自主的・主体的な研修の場として、若手教員はもとより、本県教員を目指す臨時採用教

員や学生等への広報活動を積極的に行っていく。また、受講者の意識の醸成を図り、実践

的指導力を身に付けられるよう研修内容の工夫・改善に努めていく。

④ 教職員の保健管理の充実

○ 精密検査の受診率向上のため、広報誌・各種会議等を活用した意識啓発や県立学校の校

長に受診勧奨の指導依頼の通知を発出(10月、12月、１月)するなどの組織的取組を行った。

また、食生活改善等をテーマに「健康づくりセミナー」を開催することにより、教職員

が日頃の食生活や生活習慣を見直し、健康づくりに取り組むきっかけづくりができた。

ストレスチェック事業(県立学校)の実施により、教職員自身がストレスの状況に気付き、

産業カウンセラー面談や産業医等による面接指導を受けることでメンタルヘルス不調の予

防につながった。

さらに、産業医等による面接指導の結果を基に、ストレス軽減を図るため必要に応じ労

働時間への配慮や業務負担軽減等の就業上の措置を行うとともに、周囲のサポート体制を

見直すなど職場環境改善が図られた。

▽ 精密検査受診への組織的対応をさらに強化するため、あらゆる機会を捉えて県立学校の
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校長に受診勧奨の指導を依頼することで、受診率の向上を図り、疾病の早期発見・早期治

療を促していく。

健康に関する知識や情報を提供する健康づくりセミナーを開催し、健康への関心を高めていく。

ストレスチェック事業によりストレスへの気付きを促すとともに、公立学校共済組合と

連携して、きめ細やかなメンタルヘルス対策を講じていく。

県立学校においては、長時間勤務等で、健康リスクが高い教職員を見逃さないよう、産

業医等による面接指導等の強化を図っていく。

(２) 学校の指導体制の整備

① 栃木の新少人数学級推進事業～とちまる・いきいき・スマイルプラン～

○ 本県独自に中学校全学年において35人以下学級を実施するなど、学級集団の小規模化に

より、児童生徒一人一人のよさや可能性を引き出し育てる教育を推進してきた。また、小

学校第１・２・３学年に加え、平成30(2018)年度から小学校第４学年において、35人以下

学級を実施するとともに、小学校低学年の必要度の高い学級や、特別支援学級を含む指導

困難な状況の見られる小・中学校に非常勤講師を配置することにより、きめ細かな指導が

実現した。

その結果、児童生徒の教育環境が整い、学校としての指導力を強化するという意味で十

分効果が見られたことから、市町教育委員会や学校現場からも小学校第５学年以降の少人

数学級の拡大とともに、非常勤講師の継続的な配置要望も多く出ている。

△

本県の少人数学級の在り方について検討を進めた結果、令和元(2019)年度から小学校第

５学年において35人以下学級を実施するとともに、年次進行で第６学年まで拡大していく。

非常勤講師については、指導困難な状況が見られる学級や学校の実情等を考慮し、市

や町の教育委員会の意向を踏まえながら、緊急度・必要度の高い学級や学校への適正か

つ効果的な配置を進めていく。

② 学校における働き方改革

○ 本県の公立学校における働き方改革の推進に向けたプランの策定及びその実施状況の

検証等について提言を得るために、｢栃木県公立学校業務改善推進委員会｣を設置した。

また、プラン策定に必要な基礎情報を得るために、教員の勤務状況や勤務校における

業務改善の取組状況等を把握し、学校における働き方改革を推進するために｢教員の働き

方に関するアンケート｣を７月に実施した。

アンケートや４回にわたる業務改善推進委員会等の意見や結果等を踏まえ、平成31(2019)

年１月に｢学校における働き方改革推進プラン｣を策定した。

▽ 令和元(2019)年度から、教員自ら勤務時間を記録し、勤務状況を把握することで、自身

の働き方を省みる契機を作るなど、心身の健康保持とともに業務改善を図っていく。

また、校内体制の構築として、業務改善を進める委員会を設置したり、長期休業中に年

間３日以上の学校閉庁日や部活動の負担軽減として適切な活動時間・休養日を設定するな

ど、各学校において業務改善の取組を行っていく。さらに、県内公立学校長を対象にした

「学校における働き方改革マネジメント研修｣やモデル校を指定し、その学校の業務改善の

中核となる教員を対象にした「業務改善推進者研修」を実施することで、各学校の業務改

善の取組を促進していく。

本県の全ての教職員が、健康でいきいきとやりがいをもって勤務しながら、教育の質を

高めていける勤務環境の実現を目指し、｢学校における働き方改革推進プラン｣に基づく業

務改善等の取組を全県的に推進していく。
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(３) 社会の変化に対応した特色ある学校づくり

① 魅力ある県立高校づくりの推進

○ 第二期県立高等学校再編計画に基づき、平成30(2018)年度から日光明峰高校及び馬頭

高校を適正規模未満で生徒を募集する特例校とし、両校に学校運営協議会を設置するとと

もに、馬頭高校には単位制を導入した。

また、両校及び特例対象校である黒羽高校、那須高校、益子芳星高校、茂木高校を対

象として、事務局内に学校ごとの支援チームを設置した。

▽ 令和元(2019)年度から特例対象校４校にも学校運営協議会を設置し、協議会とともに特

例校及び特例対象校の魅力ある学校づくりに取り組んでいく。また、計画に基づき、令和元(2019)

年度から栃木農業高校と栃木工業高校の学科を改編して新学科を設置するとともに、足利

工業高校と真岡高校の定時制を改編して学習時間帯を夕夜間としていく。

また、令和２(2020)年度以降に実施を計画している再編の対象校については、当該校と

緊密な連携を図りながら、準備作業を進めていく。

(４) 学校施設・設備の整備と学校の安全管理

① 県立学校の施設・設備の整備

○ 安全・安心な学習環境を確保するため、「県立学校施設長寿命化保全計画 第Ⅰ期中期

計画」に基づき、平成29(2017)年度から、学校施設の計画的な改修に着手した。また、

老朽化の著しい部室について、改築(建て替え)を実施した。さらに、平成30(2018)年度

９月補正予算により、災害時に人的被害が生じる恐れのあるブロック塀等の安全対策を

実施し、児童生徒の安全を確保できる見通しとなったほか、普通教室に空調設備が設置

されていない高校への整備を行うなど、教育環境の充実に努めた。

▽ 平成30(2018)年度以降も引き続き、学校施設の老朽化対策を計画的に進めていく。

また、ブロック塀等の安全対策や空調設備の整備を引き続き推進し、教育環境の更な

る充実に努めていく。

○ 工業高校や農業高校など職業系高校にある老朽化した実験実習設備について、平成30(2018)

年度は10校16品目19台を整備・更新した。

▽ 令和元(2019)年度においても、５校５品目６台の整備・更新を予定している。

② 公立小・中学校施設の整備促進

○ 緊急性の高い小・中・義務教育学校の耐震化について、優先度の高い構造体は平成28(2016)

年度末に非木造建物について全て完了したが、次の課題である吊り天井等非構造部材は、

国の「学校施設環境改善交付金」を活用した早期実施を働きかけた結果、屋内体育館の

吊り天井対策はほぼ完了し、児童生徒の安全の確保を図ることができた。

また、老朽化した学校施設の大規模改造事業について、研修会を通じて長寿命化計画

の先進事例等を紹介し、同交付金を活用した対策の促進を促した。

さらに、平成30(2018)年度に喫緊の課題となったブロック塀安全対策及び空調設置工

事について、創設された国の特例交付金の活用を促したところ、児童生徒の安全を確保

できる見通しが立った。

▽ 今後も各市町に対して小・中・義務教育学校の非構造部材の耐震化や老朽化対策、新

増改築等の施設整備について、助言等を行っていく。

(５) 青少年教育施設とスポーツ施設の整備

① 青少年教育施設の整備

○ 新青少年教育施設基本計画を策定、公表するとともに、ＰＦＩ等導入可能性調査の結

果を踏まえ新施設の整備運営手法にＰＦＩを導入する方針を決定した。また、ＰＦＩ導

入に当たっては、建設から運営に至るまでの幅広い知識が必要なことから、こうした知
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見を有する外部アドバイザーからの支援を受けるための業務委託を実施し、ＰＦＩ法に

基づく実施方針の策定に着手するなど、事業化に向けた取組を進めることができた。

▽ 令和６(2024)年４月の開所に向け、ＰＦＩ法に基づく必要な手続きを着実に実施して

いく。

② スポーツ施設の整備

○ 第77回国民体育大会中央競技団体正規視察結果を踏まえた施設の整備や、老朽化により

競技運営に支障が生じるおそれがある施設の改修を行った。

また、栃木県ライフル射撃場の再開に向けて、土壌対策工事に着手したほか、射撃場改

修工事の詳細設計を実施し、概ね計画どおりに進めることができた。

▽ スポーツ施設の整備については、令和元(2019)年度にグリーンスタジアムメイングラウ

ンド芝生改修工事や県北体育館メインアリーナブラインド改修工事、今市青少年スポーツ

センター人工芝競技場人工芝張替等工事に対する助成等を予定しており、中央競技団体

正規視察の結果を踏まえ、計画的な整備に努める。また、既存の施設に加え、今後所管す

ることとなる総合スポーツゾーンの管理運営等について関係課との調整を図るとともに、

新武道館や新スタジアムの開業準備を進めていく。

栃木県ライフル射撃場については、改修工事等の実施を予定しており、令和２(2020)年

度末までに工事を完了するよう整備を進めていく。

検討会議からの主な意見

○ 教職員の人材確保について、課題として教員採用試験の倍率が下がっていること
があげられる。教員という職業に対する若者の考え方が非常に大きな影響を及ぼし
ていると考えられるので、働き方改革と関連して、良い人材を集められるような施
策をお願いしたい。

○ 学校における働き方改革について、学校がプランに基づいて取り組んでいくのは
もちろんであるが、学校だけではスリム化など解決できないものもあるので、市町
教育委員会の理解と協力、保護者・家庭・地域住民の理解と協力を得ながら、進め
ていくことが大事である。その中で、先生方の長時間勤務を解消しながら、子ども
たちと向き合って教育活動ができるような教育環境づくりを県教育委員会として行
っていただきたい。
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Ⅲ 教育委員会の活動状況について

１ 会議等の運営及び開催状況等

教育委員会会議については、原則として毎月第１火曜日に「定例会」、また、必要に応じて

「臨時会」を開催している。このほか、施策の勉強や事前協議等のため、適宜、「教育委員協

議会」を開催している。

平成30(2018)年度の開催回数は、次のとおりである。

【会議の開催状況】

○定例会 ………12回

○臨時会 ………２回

○協議会 ………13回 〔合計27回開催〕

２ 会議の内容

定例会、臨時会及び協議会において、総件数176件におよぶ議案等の審議等を行った。

会議は原則公開になるが、人事に関する議案を審議する場合等では、出席委員の３分の２

以上の多数をもって、非公開の会議とする場合がある。

なお、定例会、臨時会及び協議会において審議された内容別の件数は、次のとおりである。

○総件数 176件

【内訳】

○議案 70件

・教育行政の運営に関する基本方針に関すること 10件

・人事、服務に関すること 33件

・条例、規則等の制定、改廃に関すること 13件

・学校教育に関すること ８件

・文化財保護に関すること ３件

・表彰に関すること ３件

・その他 ０件

○報告 45件

○協議等 61件

３ 会議以外の活動状況

教育委員は、会議以外に、総合教育会議、学校等への訪問、関係機関等との意見交換、創

立記念式典等への参列などの各種活動を行っている。

① 総合教育会議・・・・・・・・・・２回

知事が招集する栃木県総合教育会議に出席し、地域を支える人材の確保と職業人を育て

るキャリア教育の充実について、２回にわたり協議等を行った。

② 学校等訪問・・・・・・・・・・５箇所

学校現場の状況を把握するため、学校等を訪問し、授業や施設等の視察のほか、教職員

との意見交換を実施した。

【訪問先】

○平成30(2018)年６月12日(火) 学悠館高等学校、国分寺特別支援学校

○平成30(2018)年11月20日(火) 那須烏山市立荒川小学校

○平成30(2018)年12月14日(金) 真岡高等学校、真岡北陵高等学校

③ 市町村教育委員会との意見交換会・・・・・・・・・・１市

市町村教育委員会の取組や状況を把握するため、市町村教育委員会教育委員と意見交換

を実施した。
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【訪問先】

○平成30(2018)年11月20日(火) 那須烏山市教育委員会

④ 関東地区協議会、関係機関等との意見交換会等・・・７回

教育行政に関する情報交換や諸問題等を協議するため、全国及び１都９県教育委員会協

議会への出席のほか、歴代教育委員、関係機関等との意見交換会を実施した。

【主な行事】

○平成30(2018)年５月10日(木)11日(金) １都９県教育委員会全委員協議会(長野市)

○平成30(2018)年７月19日(木) 事務局との意見交換会

○平成30(2018)年７月23日(月)24日(火) 全国都道府県教育委員会連合会総会(札幌市)

○平成30(2018)年９月６日(木)７日(金) １都９県教育委員会教育委員協議会(横浜市)

○平成30(2018)年10月19日(金) 歴代教育委員との意見交換会

○平成30(2018)年10月25日(木) 都道府県・指定都市教育委員研究協議会(東京都千代田区)

○平成31(2019)年１月28日(月) 全国都道府県教育委員会連合会総会(東京都新宿区)

⑤ 新規教員採用選考試験視察・・・２回

試験の実施状況を確認するため、視察を実施した。

⑥ 創立記念式典、卒業式・・・14回

県立学校における創立記念式典や卒業式に参列した。

⑦ 各種行事、大会・・・６回

教育委員会主催の表彰をはじめ、各種行事に参加した。

【主な行事】

○平成30(2018)年９月30日(土) 第73回国民体育大会(福井県福井市)

○平成30(2018)年10月11日(木) 学校教育支援ボランティア感謝状贈呈式(県公館)

○平成30(2018)年10月19日(金) 教育功労者等表彰式(県公館)

○平成30(2018)年11月６日(火) とちぎ教育賞表彰式(県公館)

○平成31(2019)年１月25日(金) 県教育研究発表大会(県総合教育センター)

○平成31(2019)年２月12日(火) 各種大会優勝者等表彰式(県公館)

⑧ 研修会等・・・５回

今日的な教育課題や職務遂行に必要な知識等について理解を深めるため、研修会等を実

施した。

⑧ 関係機関会議

教育委員が次の関係機関の委員等に就任している。

第77回国民体育大会栃木県準備委員会、県共同募金会、県私立学校審議会等

４ 教育委員一覧

(Ｈ31(2019).1.4まで) (Ｈ31(2019).３.31現在)

職 名 氏 名 職 名 氏 名

教育長 宇田 貞夫 教育長 宇田 貞夫

委員(教育長職務代行者) 工藤 敬子 委員(教育長職務代行者) 陣内 雄次

委 員 陣内 雄次 委 員 吉澤 慎太郎

委 員 岡 直樹 委 員 鈴木 純美子

委 員 吉澤 慎太郎 委 員 工藤 敬子

委 員 鈴木 純美子 委 員 金子 達也
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Ⅳ 平成29(2017)年３月27日那須雪崩事故への対応について

１ 発生及び発生後の主な対応

平成29(2017)年３月27日 那須雪崩事故発生

県教育委員会警戒体制本部設置

(平成31(2019)年３月末日まで警戒体制本部会議を211回開催)

平成29(2017)年４月11日 事故の状況、課題等について検証を行うとともに、事故再発防止

に資するため、学識経験者等の第三者による「平成29年３月27日

那須雪崩事故検証委員会」(以下、「検証委員会」という。)を設置

平成29(2017)年４月16日 第１回検証委員会を開催

(10月15日まで７回の検証委員会を開催)

平成29(2017)年６月30日 第４回検証委員会終了後、検証委員会から県教育委員会宛て、「第

一次報告書」を提出

平成29(2017)年10月15日 第７回検証委員会終了後、検証委員会から県教育委員会宛て、「平

成29年３月27日那須雪崩事故検証委員会報告書」を提出

平成30(2018)年１月９日 検証委員会からの指摘や提言を踏まえ、「那須雪崩事故を教訓と

した学校安全のための取組」を策定

平成30(2018)年４月１日 学校教育活動全般の安全・危機管理体制を強化するため、各学校

の安全・危機管理の指導・助言・チェック等を一元的に行う「学

校安全課」を県教育委員会に設置

「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」に掲げられ

た事業内容の本格的実施(34事業)

平成30(2018)年12月17日 本県高校生の登山活動の指針や具体的な登山計画の立案・作成の

仕方についてまとめた「登山計画作成のためガイドライン」を策定

平成31(2019)年２月25日 生徒や部活動顧問等が安全な登山活動を実施するために、登山に

関する学習と、山行に携帯し活用できる「高校生と指導者のため

の安全登山ハンドブック」の作成

平成31(2019)年３月27日 那須雪崩事故の教訓を語り継ぐとともに、安全登山に関する情報

発信等を行う啓発の場として「安全登山学習ひろば」をなす高原

自然の家に設置

２ 那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組の概要




