
 
 

 

 
 

  
   
 

 

令和２(2020)年度  

 

「教育委員会の点検・評価」報告書  

(令和元(2019)年度対象) 
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栃木県教育委員会  



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、令和元(2019)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。 

 なお、新型コロナウイルス感染症対策のために実施した臨時休業の影響等を

踏まえた対応についても、今後の対応方向としてまとめました。 

 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。さらに同条第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２(2020)年９月 

                        栃木県教育委員会 
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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、新規事業を含む令和元(2019)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：令和元(2019)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 

 
生涯学習分野の知識を有する者 

 
亀井 ユリ子 氏 

 
足利市社会教育委員長 

 
大学等の専門的な識見を有する者 

 
小宮 秀明 氏 

 
宇都宮大学共同教育学部長 

 
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 

 
小学校又は中学校の校長経験者 

 
松本 良雄 氏 

 
元宇都宮市立旭中学校長 

 

５ 議会への提出及び公表 
  県議会に報告書を提出(令和２(2020)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/kyouikugyousei/kyouikuiinkai/index.html 

Ⅰ 本県における「教育委員会の点検・評価」について 
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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 一部☆

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
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 一部☆
③生涯を見通した健康教育の充実
④健康な心身を育むための食育の推進
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 一部☆
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☆
         ～いきいき・スマイルプラン～
②学校における働き方改革 一部☆

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 一部☆
②公立小・中学校施設の整備促進 一部☆

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・評価の令和元(2019)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・高等学校）
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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 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①高校生学力向上総合支援事業 

[目的] 

 生徒の主体的・協働的な学習を通じて、生徒

自らが課題を発見し仲間と協力して解決を見出

していくために必要な思考力・判断力・表現力

等を育成するとともに、コミュニケーション力

等の人間関係力や、地域課題に積極的に取り組

む意欲や社会参画力を養う。 

 

[実施状況] 

・スタディ・フロンティア推進事業(全日制) 

 「コア・スクール」プラン(※1)(３年間) 

平成28(2016)～平成30(2018)年度指定校：４校                    

平成29(2017)～令和元(2019)年度指定校：３校                    

平成30(2018)～令和２(2020)年度指定校：３校                    

 「アクティブ・スクール」プラン(※2) 

 令和元(2019)年度指定校：11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) 

 令和元(2019)年度指定校：２校 

②新教育課程説明会(小・中・義務教育学校・高等学校) 

[目的] 

新学習指導要領の趣旨及び内容の説明を行い、

小・中・義務教育学校における新教育課程の適 

切な編成･実施に資する。 

 また、高等学校においても、新学習指導要領

について、その趣旨の説明及び必要な研究協議

を行い、高等学校教育の改善及び充実を図る。 

[実施状況] 

・新教育課程説明会(小・中・義務教育学校) 

 の実施 

 内容：新学習指導要領に基づく総則及び各教

科等についての説明 

 対象：各小・中・義務教育学校の校長及び 

     教員 

 参加者：3,018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： 1,276 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。 

基本目標 

Ⅱ 教育に関する事務の執行状況の点検及び評価 
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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] 

とちぎっ子学習状況調査を要として、義務教

育９年間の学びの連続性を重視した本県独自の

学力向上システムを構築し、児童生徒一人一人

の学力向上を図る。 

[実施状況] 

・平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査 

参加校：524校 参加人数：48,701名 

☆学力向上指導員の派遣 

 ９名を11市町に派遣 

・学力向上推進リーダーの配置 21市町に配置 

・調査結果活用研修会の実施 

 参加校：514校 参加者：616名 

・調査結果活用説明会の実施 

 参加者：99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  

・保護者用リーフレットの作成・配布 

 小学校：約35,000部 中学校：約18,000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 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①道徳教育総合支援事業 

[目的] 

 児童生徒や学校、家庭、地域等の実態を踏ま

え、創意工夫を生かした道徳教育を推進するた

めの研修や実践研究を行い、その成果を普及す

るとともに、「教え育てる道徳教育」(※4)を推

進することにより学校における道徳教育の充実

を図る。 

  

[実施状況] 

・「特色ある道徳教育支援事業」研究指定校 

(小学校１校) 

・道徳教育応援チーム派遣による学校支援(小

学校１校、中学校２校) 

・道徳教育推進教師等研修会の開催(２回) 

・「道徳教育応援チーム派遣事業」実践校及び

 研究指定校の取組リーフレットの作成・配 

 布(5,000部) 

☆「栃木県道徳教育ハンドブック」の作成・配

布(12,500部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※4) 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、道徳科の授業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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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協議会の開催(２回)                      

・市町・学校等子どもの読書活動推進担当者

会議の開催 

 参加者：47名 

・読書ボランティア等活動交流会の開催 

・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(４日間) 

 受講者：延べ54名 

・家読(うちどく)(※5)推進事業の実施 

 子どもの読書活動推進フォーラムの開催 

  参加者：113名 

・高校生読書活動推進事業の実施 

 読書コンシェルジュ(※6)の育成・任命:71名 

 啓発資料「高校生におすすめの本30冊 VOL.3」の配布                     

全国高等学校ビブリオバトル(※7)2019栃木 

  県大会(県央高校生読書交流会)の開催 

 参加者：201名 

所属学校や地域での読書普及の活動 

 「栃木県子どもの読書活動推進計画」に基づ

き、子どもの発達の段階に応じた効果的な取組

を、家庭、地域、学校等の連携・協力により社

会全体で推進していくとともに、特に人とのか

かわりを通じて子どもの読書への関心を高める

取組を促進し、子どもたちが主体的に幅広い本

を選び取り、生涯にわたる読書習慣を身に付け

ていけるようにする。 

③学業指導の充実 

[目的] 

教師用指導資料「学業指導の充実に向けて」

の各種研修等での活用等を通して、開発的・予

防的な児童・生徒指導の推進を目指す。 

 

[実施状況] 

・研修会、学校訪問等を通した周知・啓発 

・児童・生徒指導推進中央研修会での周知・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] 

各教育事務所に設置し、管内の市町教育委員

会と連携しながら、学校訪問、電話相談、研修

会の実施等を通した学校支援を行うことによ

り、いじめをはじめとする問題行動や不登校等

に対する各学校の指導体制を充実させる。 

[実施状況] 

・学校訪問(延べ 1,146 回) 

・電話相談対応(469 件) 

・いじめ防止、相談窓口の周知に関するリー

フレットの作成・配布(205,000部) 

⑤栃木県いじめ問題対策連絡協議会 

[目的] 

いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防

止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、

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。 

[実施状況] 

・連絡協議会の開催(２回) 

 令和元(2019)年６月４日、 

令和２(2020)年１月31日 

(※5) 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。 

(※6) 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。 

(※7) 「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] 

 いじめ防止対策推進法に基づき、県立学校に

おけるいじめの防止等のための対策に関する審

議等を行うため、条例により栃木県いじめ問題

対策委員会を設置する。  

[実施状況] 

・委員会の開催(定例会１回、臨時会１回) 

 定例会：令和元(2019)年６月19日 

  臨時会：令和元(2019)年12月16日 

⑦家庭・地域いじめ対策教育支援事業 

[目的] 

 いじめを許さない環境づくりを社会全体で行

うとともに、いじめの防止に資する保護者等地

域住民に対する学習機会などを提供することで、

家庭、地域、学校で連携して、心豊かで健やか

な子どもを育む。  

[実施状況] 

・県民大会宣言、スローガン・ロゴマークを 

活用したチラシによる普及・啓発 

・「いじめ防止に向けた地域アクション推進事

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] 

  スクールカウンセラーを配置することにより、

各校における相談体制を充実させるとともに、

教員一人一人の相談対応能力の向上を図る。 

[実施状況] 

・スクールカウンセラーの配置 

小学校317校、中学校154校、義務教育学校２校､

高等学校15校 

 

(３) 基本施策３ 健やかな体を育む教育の充実 

                                                          ☆は令和元(2019)年度新規事業 

①学校における運動部活動の充実 

[目的] 

  運動部活動の適切な運営と充実した指導がで

きるよう、研修会等を通して指導者の資質向上

を図るとともに、外部指導者の派遣を行うこと

で、生徒の発達の段階や競技レベルに応じた、

安全で効果的な指導が実践できるようにする。 

[実施状況] 

・運動部活動補助員の派遣 

  中学校：60校136部 高等学校：40校 83部  

 合計：100校219部 

・運動部活動指導者研修会の実施 

実技指導者講習会(陸上競技・野球) 

延べ４日間実施(各競技２日ずつ)参加者:55人 

指導力向上研修会 

   講師：日比野幹生教授(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：黒後洋教授(宇都宮大学） 

   「短時間で効果的な指導法について」 

   参加者：94人(顧問37人､補助員等57人)  

リスクマネジメント研修会 

  講師：佐藤豊教授(桐蔭横浜大学) 

  「運動部活動におけるケガや事故について」 

    講師：南部さおり准教授(日本体育大学) 

   「運動部活動におけるリスクマネジメント」 

  参加者：227人 

・「中学校・高等学校運動部に関する調査」 

☆部活動指導員を配置する市町への補助 

 ７市町30部 
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②とちぎ元気キッズ育成事業 等 

[目的] 

 生涯にわたり運動に親しむ資質や能力の基礎

を育むため、幼少期からの運動習慣の形成に向

けて、発達の段階に応じた適切な運動を行わせ

ることにより体力の向上を図る。 

[実施状況] 

・「体力向上啓発リーフレット」の作成・公立

小学校の児童への配布(105,000部) 

・体力つくり奨励賞の表彰 

 幼稚園・保育園等：４園  小学校：９校 

・プロスポーツチームとの交流(１チーム) 

 参加者：82名 

・総合型地域スポーツクラブの指導者を小学校

等へ派遣(27か所) 

 参加者：延べ961名 

・小中教員を対象とした指導者研修の開催(７回)

 参加者：417名 

・幼少期の教員を対象とした体力向上サポート

研修の開催(３回) 

 参加者：129名 

☆体力向上サポーターとして大学生を小学校 

 へ派遣(８校に８名を派遣) 

③生涯を見通した健康教育の充実 

[目的] 

 保健主事や養護教諭へ児童生徒の実態に即し

た研修を実施し、健康教育の推進を図る。 

 専門医等を学校に派遣し、健康教育や医療教

育を実施することにより、健康な生活習慣の定

着に努める。 

 健康教育を推進する取組や指導事例を掲載し

た参考資料を作成・配布し、学校における指導

の充実を図る。 

[実施状況] 

・保健主事研修会の開催   参加者：160名 

・県立養護教諭研修会の開催 参加者：67名 

・健康教育研究大会の開催  参加者：180名 

・健康づくりのための専門家派遣事業の実施(５校) 

・性に関する専門医等派遣事業の実施(83校) 

・薬物乱用防止教育推進事業の実施 

 薬物乱用防止教室研修会の開催 

 参加者：121名 

 薬物乱用防止教室研修会受講者名簿の作成

・配布(910部)           

・栃木県がん教育総合支援事業の実施 

 授業研究会の開催(２校) 

 「栃木県がん教育実践事例」の作成・配布 

(2,000部) 

④健康な心身を育むための食育の推進 

[目的] 

 栄養教諭・学校栄養職員等へ児童生徒の実態

に即した研修を実施し、食育の推進を図る。 

 先進的な取組等の情報提供や家庭向け啓発資

料等の活用により、学校・家庭・地域が連携し

た食育推進体制づくりを支援する。 

[実施状況] 

・栄養教諭、学校栄養職員等研修会の開催 

 参加者：233名 

・学校給食主任研修会の開催 参加者：300名 

・「食に関する指導の全体計画」の作成 

 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:2,387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] 

防犯の専門家等による巡回指導と評価の実施

や学校安全ボランティア(スクールガード)の養

成研修を実施することにより、児童生徒の登下

校時の安全確保を図る。 

 

[実施状況] 

・スクールガード・リーダー(※8)の配置 

 (89 校区) 

・スクールガード・リーダー連絡協議会・育成

講習会の実施   

 参加者：45名 

⑥安全教育指導者研修 

[目的] 

小・中・義務教育学校及び県立学校の教員に

対して、学校安全(交通安全、生活安全、災害安

全)に関する研修を行い、学校における安全教育

の充実、安全管理の徹底を図る。 

[実施状況] 

・災害安全を中心とした学校安全全般に関し、 

関係機関と連携した研修会の実施 

対象：小・中・義務教育学校及び県立学校の教員 

 参加者：525名 

 

(４) 基本施策４ 特別支援教育の充実 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①特別支援教育の充実 

[目的] 

公立小・中・義務教育学校の管理職に対する

特別支援教育に関する法令・制度を踏まえた校

内支援体制についての理解促進と特別支援学級

担当教員に対する実践的な指導力向上を図る。 

 また、発達障害のある生徒が高等学校卒業後

も適切な支援を受けられるようにするため、進

路先への引継ぎの在り方について実践研究を行

い、支援体制の構築を図る。 

[実施状況] 

・特別支援教育研究会 

 参加者：公立小･中･義務教育学校教頭 346 名 

 会場：特別支援学校９校 

・特別支援教育学習指導研修 

 参加者：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 123 名 

  会場：特別支援学校 10 校  

・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] 

 企業等との連携により、実践的な職業教育の

指導の充実を図る。 

就労支援コーディネーター(※9)の配置により、

実習･就職先企業の開拓を進め、県全体の就労支

援体制の構築を図る。 

[実施状況] 

・企業等の職員を講師とする職業教育の授業 

検討会等 

  宇都宮青葉高等学園：96 回 

  他の特別支援学校 ：各校６回 

・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158事業所 

 

 

 

 

 

 

(※8) 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。 

(※9) 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 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①幼児教育推進事業 

[目的] 

幼稚園・認定こども園・保育所・小学校・義

務教育学校の連携を図りながら、幼児期から児

童期への円滑な接続と幼児期にふさわしい教育

環境を整備する。 

[実施状況] 

・幼小ジョイントプロジェクト 

(令和元(2019)年度終了) 

 内容：県内１市町を指定し、幼稚園・こども

園・保育所・小学校・義務教育学校の

教職員が合同で保育・授業を参観及び

協議を実施 

 指定市町：那須町 

・幼小連携推進者養成研修 受講者：38名 

・合同研修〔幼小〕 受講者：556名 

・教育・保育アドバイザー事業 

 派遣件数：70件 

・幼小連携推進状況調査：対象25市町 

 内容：幼児期の教育と小学校教育のカリキュ

ラムの接続に関する取組を行っている

市町の数：14市町 

 

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(※10) 

 

小６国語A 

国語B 

算数A 

算数B 

中３国語A 

国語B 

数学A 

数学B 

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

▲1.1 

▲2.3 

▲1.3 

▲2.0 

▲0.1 

▲0.6 

▲0.9 

▲1.2 

▲1.1 

▲2.3 

▲1.3 

▲2.0 

▲0.1 

▲0.6 

▲0.9 

▲1.2 

▲2.3 

▲1.9 

▲2.6 

▲2.0 

  0.1 

  0.1 

▲1.0 

▲1.0 

  0.1 

▲0.4 

  0.1 

▲1.3 

▲0.2 

  0.4 

▲0.5 

▲0.1 

 0.0 

▲0.1 

▲0.5 

▲0.9 

▲0.4 

▲0.6 

▲1.5 

▲0.8 

国語 

  0.2 

算数 

 ▲1.4 

国語 

  0.2 

数学 

 ▲0.7 

 中止 

 

 

 

 

 

 

 

全ての教

科で全国

平均正答

率を上回

る 

 

 

 

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% 85.7%  85% 

 

 

 

 

(※10) ・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。 

・令和元(2019)年度以降の調査問題では、従来の「主として『知識』に関する問題」(Ａ)と「主として『活動』

に関する問題」(Ｂ)に区分するといった整理を見直して、一体的に問題を構成して調査を実施している。 
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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) 

 

小 

中 

高 

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

 2.6% 

10.4% 

40.3% 

 6.1% 

11.1% 

42.3% 

 4.1% 

19.8% 

39.9% 

  4.2% 

 11.9% 

 44.1%   

7.0% 

14.6% 

43.8% 

7.4% 

16.1% 

49.9% 

 

 

 

 2%以下 

10%以下 

35%以下 

推進指標 新体力テストの体力合計点 

 

小５男子 

女子 

中２男子 

女子 

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

53.17点 

55.38点 

41.71点 

49.37点 

53.17点 

55.38点 

41.71点 

49.37点 

53.08点 

55.41点 

41.40点 

49.49点 

53.31点 

55.91点 

41.58点 

50.01点 

53.48点 

56.04点 

41.63点 

50.47点 

52.44点 

 55.49点 

 41.32点 

 50.57点 

中止 53.44点 

55.66点 

41.92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)(※11) 

 

小６ 

中３ 

高３ 

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

3.5% 

5.4% 

14.3% 

3.5% 

5.4% 

14.3% 

3.7% 

6.1% 

18.8% 

3.9% 

5.9% 

18.8% 

5.0% 

6.7% 

19.8% 

3.7% 

5.8% 

19.8% 

 

 

 

０％を 

目指す 

 

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% 40.2%  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(※12)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%  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。令和元(2019)年度は、「コア・スクール」プランの指定校６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 11 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)を実施した。令

和元(2019)年度は、「ラーニング・スキルアップ」プランに指定された２校が、生徒の基

礎学力や学習意欲の向上等の取組を行った。指定校からは、「生徒の学習意欲を喚起する

ことができた」、「ICT 機器等を活用により、生徒自身が主体的対話的であり、かつ活動的な

授業展開が実施できた」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。 

 

(※11) 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。 

(※12) 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２(2020)年度は、「コア・スクール」プラン３校を継続で、「アクティブ・スクー 

ル」プラン４校、「ラーニング・スキルアップ」プラン１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。令和元(2019)年度は、小学校は県内７地区、中学校は県内３地区の合計 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を深めた。 

△ 令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、中止となったため、資料

を配布し、各学校及び個人での研修を促すとともに、ニーズに応じた指導・支援を行っていく。 

  △ 新学習指導要領は、小学校において全面実施となったことから、今後は各教科等の授業改

善につながるよう、授業実践に関わる研修会を行い、新学習指導要領の周知徹底を図っていく。 

  ○ 新教育課程説明会(高等学校)は令和元(2019)年度より、３年間のうちに全教員が参加する

ことになっている。令和元(2019)年度は、1,276 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を深めた。 

  △ 今回の新学習指導要領は、各教科の評価方法についても大きく改訂されることから、今後

は国の評価の指針をもとに説明会を行い、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、学力向上指導員の派遣、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、４教科中２教科で全国平均正答率を上回った。 

  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。 

△ 新型コロナウイルス感染症対策に伴い、令和２(2020)年度とちぎっ子学習状況調査の県内

同一日での実施は中止としたが、各学校に調査問題を送付し、活用を促していく。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、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、「栃木県

道徳教育ハンドブック」や、研究校及び実践校の取組内容をまとめたリーフレットを作成し
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配布したことで、本県の道徳教育についての理解を深めた。 

  △ 学習指導要領の趣旨を踏まえた道徳教育及び道徳科の授業の充実に資するよう、研修会等

で各種資料を活用するとともに、教育事務所や市町教育委員会、総合教育センターと連携を

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 

    ○ 「栃木県子どもの読書活動推進計画(第四期)」に基づき、引き続き各種事業に取り組ん

だ。特に、四期計画の新たな柱である子ども同士の本のすすめ合い等の促進については、

高校生読書活動推進リーダー「読書コンシェルジュ」による所属学校や公共図書館での自

主的活動や「全国高等学校ビブリオバトル栃木県大会」の運営に取り組み、多くの高校生

や関係者の読書推進の機会となった。 

  ○ 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、 

   小中高全ての世代で数値の悪化が見られた。地域や学校により取組に差があると考えられ 

   るため、優れた取組等を周知し、引き続き読書活動の普及・定着を図る必要がある。 

△ 令和２(2020)年度は「読書コンシェルジュ経験者」を活用した「リーフレット作成」と

「コンテスト開催」の２つの事業を新たに実施し、高校生の更なる読書推進を図っていく。 

  △ 令和２(2020)年度以降も学校や関係団体等との連携を図りながら、優れた取組の紹介や

情報共有を行うともに、読書コンシェルジュを核とした高校生同士の本のすすめ合いに取

り組むことで、不読率の改善を図っていく。また、会議や研修等を活用し、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 

  ○ 令和元(2019)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、多くの学校が、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、「学びに向かう集団づくり」や「子どもが意欲的に

取り組む授業づくり」に取り組んだ。 

  △ 令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、児童・生徒指導推進中央研

修会を中止したため、各学校における学業指導の充実に向け、「栃木県児童・生徒指導の基

本方針」に則った取組等をまとめた資料を各学校に配布し、校内研修での活用を促すととも

に、学校の要望に応じて指導・支援をしていく。 

 

 

  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に向けた具体的な方策について指導・助言した。 

    また、学校の要望に応じて「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。 

    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

の自己存在感や充実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

報の共有を行うとともに、関係機関との連携や児童生徒への支援に関する意見交換を行った。 

    委員からは、「いじめの被害を受けた子どもたちが発するサインを大人がどう捉えるかが

大切である」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、「教職員が生徒間トラブルに積極的に介入し、関係調整を図ることが重要で

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助言等を参考にし、情報の共有・整理による的確な

現状把握、被害・加害児童生徒への支援や指導、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広く県民に伝えるため、県民大会宣言やスローガ

ン・ロゴマークを活用したリーフレットを作成し、普及啓発活動を実施した。 

いじめ防止に向けた地域アクション事業を地域に根付いた２団体に委託し、子どもの自

尊感情を高め、豊かな心を育む学習会の開催や異年齢集団等による交流・体験活動を通し

て、各団体と連携しながら地域ぐるみでいじめ防止に資する取組を展開した。 

  △ 子どもの自尊心感情を高める接し方や人権を尊重した褒め方、叱り方などいじめ防止に

資するワークショップ型学習や異年齢地域交流活動、体験活動を通じて、地域ぐるみで心

豊かで健やかな子どもを育む取組を促進していく。 
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 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に努めている。 

△ 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、全中学校を拠点校

とし、中学校区の小学校を対象校としてスクールカウンセラーを配置していく。 

また、県立高校についても、スクールカウンセラーを活用した教育相談等の充実を図って

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。 

  運動部活動指導者研修会については、全ての運動部顧問、運動部活動補助員及び部活動指

導員を対象に「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。 

△ 令和元(2019)年度から引き続き、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

助を行うことに加え、令和２(2020)年度からは県立学校に部活動指導員を配置し、教員の負

担軽減を図る。 

△ 新型コロナウイルスの影響により、４～５月は学校を臨時休校としたことに伴い、部活動

も実施しないこととした。６月から通常登校となり、部活動も再開し、段階的に活動の幅を

広げていくこととした。 

 ② とちぎ元気キッズ育成事業等 

  ○ 体力向上の取組として、県内全ての公立小・中学校の教員を対象とした説明会では、体力

調査の結果やその活用方法等について周知を図るとともに、体力が高い学校の取組を紹介す

るなど、各校での体力向上に向けた体育授業の更なる工夫改善に取り組むよう指導し、各校

の体力向上に向けた意識を高めた。また、実技の示範などを行う体力向上サポーターとして

大学生を小学校へ派遣する取組を開始し、児童の運動への意識向上に努めた。 

さらに、小・中学校の教員を対象に、「走・跳・投」といった基礎的運動能力の向上に向

けた指導法の研修や、幼少期の子どもに関わる指導者を対象とした運動遊びの指導法の研修

などにより、児童生徒が楽しみながら体力を図る指導法について教員の理解を深めた。 

しかし、令和元(2019)年度は、主に「走・跳・投」といった基礎的運動能力や柔軟性の種

目などの伸び悩みにより、小学５年生男女、中学２年生の男子が平成 30(2018)年度を下回る

など、目標値を達成できなかった。 

  △  全国平均を下回る基礎的運動能力などの向上に向け、市町教育委員会等と連携を図りなが

ら各小中学校に対し、各学校の体力テストの目標設定及びその達成に向けた取組などを整理

するための体力向上推進シートの活用や体力向上に向けた体育授業の工夫改善などを促す

ほか、幼少期からの運動習慣の定着に向け、指導者研修の充実に加え、新たに親子体操教室

を開催するなど、子どもの運動意欲や体力の向上を図っていく。 
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 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

図った。 

    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、

児童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の育成を図った。 

    さらに、がん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を図った。 

  △ 今後の研修会において、がん教育の実践事例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。 

 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った。 

    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生産者、

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、大きな変化は見られない。高校では横ばいであったが、小中学

校では若干の改善が見られた。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。 

  △ 今後の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「つなげるひろ

げる食育推進事業」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

しい食生活の推進を図っていく。 

  △ 令和２(2020)年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本県開催の

第 61 回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会が紙面開催となったため、県内外の研究発表

内容をまとめた大会冊子を発行し、各学校及び個人での研修を促す。 

 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

に積極的に取り組み、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を高めた。なお、学校安全ボランティア(スクールガード)の総数は約1.

7万人(令和元年度)であり、ここ数年減少傾向にあるほか、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。 

△ 令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、関係機関等との連絡協議や

新たな人材のスキル向上を図るスクールガード・リーダー連絡協議会等を規模縮小して開催

したが、引き続き、同協議会等を通して関係機関等との連携を図りながら、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。 

    研修会では、(独)日本スポーツ振興センターの職員等を招き、学校管理下における災害事

例に基づいた学校事故の傾向と対策について理解を深めた。 

△ 令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、４月に予定していた研修会

を中止し、資料等の送付により各自の研修を促したが、今後も継続して研修を実施するこ

とで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
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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、法令や制度等に関する行政説明のほか、校内支援体制の整備に 

   ついて班別協議を実施し、個別の教育支援計画の作成・活用及び引継ぎ等の理解を    

   深めた。 

また、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、特別

支援学校で行われている指導について理解することで実践的な指導力の向上を図った。 

  △ 特別支援教育研究会では、特に課題となっている中高間の連携を推進するため、中学校及

び高等学校の教頭を対象に研究会を実施し理解促進を図っていく。 

特別支援教育学習指導研修では、より専門的な実践的指導力が必要とされる弱視･難聴・

肢体不自由･病弱特別支援学級の新任者も新たな参加対象とし、盲学校等での研修を実施し

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った。 

  △ 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、引継ぎについての保護者用リーフレットを活用し、理解啓発を図っていく。 

 ② 職業教育指導体制の強化 

  ○ 職業教育については、特別支援学校(知的障害)全校において、企業等の専門家の知見を活

用した授業検討会等を実施し、指導マニュアルの改善と指導の充実を図った。 

  また、就労支援については、就労支援コーディネーターを活用し、より多くの事業所から

実習承諾を得られるように努めた。 

その結果、目標値(42%)には届かなかったが、令和元(2019)年度の就職率は40.2％となり、

昨年度に引き続き40％台を維持した。 

△ 今後は、卒業後の社会的・職業的自立に必要な力の着実な育成のための個に応じた指導の

一層の充実や、ハローワーク等の関係機関との連携、企業向けセミナー開催による障害者雇

用に関する理解啓発により、希望進路の実現や雇用の継続を図っていく。 

 

(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、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 100％に達した。 

その要因として、各研修でスタートカリキュラムの必要性を伝達してきたことや、幼児教

育担当指導主事研修会等で、市町の担当指導主事と幼小接続期のカリキュラムに関する課題

を共有してきたことが考えられる。 

  また、教育・保育アドバイザー事業において、各市町の幼小連携に関する取組の状況を把

握したことで、各市町における連携推進の方向性が見えてきた。 

△ 各市町が主体となる幼小連携推進事業に対し、幼小接続期のカリキュラムについて見直す

機会を作るなど、幼小の教育の相互理解という段階から、カリキュラムの接続に意識が向く

「とちぎの幼小カリキュラム接続プロジェクト」を立ち上げる。令和２(2020)年度は、新型

コロナウイルス感染症対策に伴い５月 15 日の第１回会議を９月 14 日に延期した。各市町の

現状を踏まえて、市町担当者とともに幼小連携推進の課題解決に向けた具体的な方策を見出
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し、実施できるよう支援する。 

  また、幼児教育における現代的な諸課題に関する項目について、研修やアドバイザー等で

積極的に伝達しながら質の高い幼児教育を目指した幼稚園・こども園・保育所における指導

実践の見直しについて啓発していく。 

 

検討会議委員からの主な意見 
  
○ とちぎっ子学力アッププロジェクトの推進により、全国学力・学習状況調査において、

４教科中２教科で全国平均正答率を上回っていることは、素晴らしい結果が出たと考え
ている。その要因の一つとして、年度当初に保護者に直接目を通してもらえるように保
護者会などを活用して、家庭学習のためのリーフレットを配布していることが大きい。 

  情報を迅速に現場に還元している県教育委員会の努力の賜である。 
 
○ とちぎっ子学力アッププロジェクトの学力向上支援事業として、学力向上アドバイ

ザー、学力向上専門員、学力向上指導員と継続的に支援を行った結果、成績が上が
ってきたと考えている。学力向上指導員などは、第３者の視点から現場の先生方へ
アドバイスを行っていただけるので、良い影響を与えている。今後は、支援をした
学校への継続的なアフターフォローを検討していただきたい。 

 
○ 食育を考えていく上で、子どもたちは給食を楽しく食べているとは思うが、コロ

ナの影響を受け、会食や新しい生活様式等を含め、給食への対応を今後どのように
していくか、きちんと検討してほしい。 

 
○ 特別支援学校（知的障害）高等部卒業者の就職率が、昨年度と大差なく高水準を

維持できたことは、素晴らしい。特に、宇都宮青葉高等学園の職業教育の効果が上
がっていることは、大変喜ばしいことである。今後は、他の特別支援学校高等部の
職業教育の強化と合わせて、知的障害が中度の子どもたちの就職先として、医療、
福祉へのニーズも高まっているので、就労支援の充実にも努めていただきたい。 

 
○ 特別支援学校の教員においては、多岐にわたる専門的知識を求められるため、教

員の資質向上に努めていただきたい。 
 
○ 高校生の「ビブリオバトル」、「読書コンシェルジュ」等は、とても素晴らしい

取組である。小学生にも読書が好きな子はたくさんいるので、「ビブリオバトル小
学生版」として、読んだ本の勧め合いができるとよいと考えている。 

 
○ 推進指標については、目標値、基準値が本当に良いのか、考えていく必要がある。と

ちぎの子どもたちが頑張っているとなっている指標が望ましい。体力などは、相対値な
ので難しいが、数値が上がるだけでなく、子どもたち自身が成長できるような指標にな
っていくのが一番と考えている。 

 
○ 報告書全体において、各事業の点検・評価及び今後の対応方向まできちんと記載され

ていて、とても分かりやすかった。 
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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 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①キャリア形成支援事業 

[目的] 

 社会で活躍するスぺシャリストから、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、価値観等について

の講話を聴いたりする各学校が行うキャリア教

育活動を支援し、生徒のキャリア発達を促す。 

[実施状況] 

・県立高等学校(全日制・定時制・通信制)   

61校、県立特別支援学校(専門学科設置校)

３校において、講義や実習、模擬授業や地域

交流体験活動等を実施 

②とちぎ子どもの未来創造大学推進事業 

[目的] 

 多様な機関や「とちぎ未来大使」と連携し、

意欲的に学習に取り組み、自己の将来を主体的

に考える態度を涵養するような「本物」に触れ

る学習機会を提供し、子どもたちの学力向上の

基礎づくりや中学生等に「夢」の実現に向けて

考えさせる機会を提供する。 

[実施状況] 

・とちぎ子どもの未来創造大学の実施 

 対象：県内の小学４年生から中学３年生  

   (義務教育学校の相当学年含む) 

 内容：全８コース(理系４コース、文系３コ

ース、学び方コース)170講座 

 受講者：延べ3,816名 

 スタートアップ講座(７月14日) 

 特別講座講師：空想科学研究所主任研究員 

        柳田理科雄 氏 

 特別体験学習(12月から１月に５回) 

 東京文系コース、つくば理系コース、江戸東 

京博物館コース、上野科博コース、県内コース

 受講者交流学習(２月９日) 

・とちぎ未来大使「夢」講座 

 開講機関：県内公立中学校 

 内容：13名の「とちぎ未来大使」を講師と

して招き、延べ19校で実施 

    （新型コロナウイルス感染症の影響

により１校中止） 

 受講者：4,071名 

③とちぎの高校生「じぶん未来学」推進事業 

[目的] 

 高校生が、親・家族・家庭の意義や役割、地

域の人間関係など地域社会について主体的に学

ぶことにより、次世代を育成し、地域への愛着

や定住意識の醸成を図るとともに、地域を支え

守る気持ちを育む。  

[実施状況] 

・全県立学校・私立学校等の生徒への冊子配布                      

・全県立学校において、平成28(2016)年度入学

生から実施 

・事業の趣旨・概要や指導方法への理解を深め

る教員対象の研修会の実施 

 参加者：117名 

 

 

 

基本目標 
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(２) 基本施策７ 地域についての理解を深める教育の充実 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①ふるさととちぎを学ぶ機会の充実 

[目的] 

 小・中学生がふるさとに対する理解と愛着を

深められるよう、ふるさと学習を推進するとと

もに、「とちぎふるさと学習」資料集やホーム

ページの活用が図れるよう支援する。 

高校生がとちぎと世界とのつながりを通して、

日本や郷土の歴史への理解を深めるために、資

料集「とちぎから見る世界と日本」の各学校で

の活用を促す。    

[実施状況] 

・教育事務所、関係各所と連携し、学校訪問や

研修会等の機会を捉え、ふるさと学習の推進

及び各資料集やホームページの活用促進 

・資料集「とちぎから見る世界と日本」の活用

について周知 

 

 

(３) 基本施策８ 伝統や文化に関する教育の充実 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①児童生徒文化活動振興事業 

[目的] 

 各種芸術鑑賞の機会の提供や文化団体の活動

の支援を行うことにより、児童生徒の文化活動

の振興を図る。  

[実施状況] 

・演劇等公演(23か所) 

・文化事業の芸術鑑賞機会を提供(30か所) 

・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] 

 埋蔵文化財センターが行った調査研究の成果

を普及啓発することにより、県民が埋蔵文化財

等に触れ、親しみ、理解を深めることを促進す

るとともに、県民の本県の歴史と文化に対する

誇りと郷土愛の醸成に努める。 

[実施状況] 

・埋蔵文化財センターの公開(個人見学者)  

(展示、体験学習、施設見学)2,964名 

・学校等団体の見学受入 

 (展示、体験学習、施設見学、史跡見学) 

 2,991名(うち学校57校、2,537名) 

・出前授業の実施 

 1,740名(うち学校21校、1,351名) 

・その他の事業(特別公開、特集展示講演会、

発掘調査報告会、市町連携展示等)2,324名 

③文化財保存事業  

[目的] 

 県内各地の文化的遺産の調査を行い、文化財

の指定等を進めるとともに、保存修理事業への

助成などにより、保存と活用を図る。 

[実施状況] 

・文化財保存修理・防災施設管理等への補助

 (10件) 

・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：14,530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：184件 延べ閲覧者：347,850人 
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④とちぎ“いにしえの回廊”づくり事業  

[目的] 

 県内各地に点在する文化財や、地域でしか知

られていない栃木の歴史資源を、広域的な観点

から時代別や古道沿いなどのテーマ別に、周遊

モデルコースを創設し、新たなとちぎの魅力発

信を県内外に行うとともに、文化財を活用した

地域づくりに貢献する。  

[実施状況] 

・ホームページ｢とちぎいにしえの回廊(※3)」

 による文化財情報の提供(アクセス数8,838件) 

・近代和風建築をテーマにした特集を組みホ

ームページで紹介 

・７つのテーマごとのルートマップ配布 

 (随時) 

⑤遺跡発掘調査の実施  

[目的] 

 歴史上、学術上価値の高い遺跡(重要遺跡)及

び開発事業地内にある遺跡について確認調査を

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。  

[実施状況] 

・重要遺跡等確認調査の実施(２件３か所) 

・開発事業に伴う発掘調査実施(12件) 

⑥日光杉並木街道保護事業  

[目的] 

保護用地の公有化事業、樹勢回復事業等を

実施するとともに、「日光杉並木オーナー制度(※4)」

の普及を図ることにより、特別史跡・特別天然

記念物である「日光杉並木街道」を保護し、次

世代へ継承していく。 

 また、「杉の並木守(※5)」を養成するととも

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。 

[実施状況] 

・保護用地公有化事業の実施(1,596㎡) 

・樹勢回復事業の実施(木柵改修 約57ｍ) 

・杉並木オーナー新規契約(７本） 

・「杉の並木守」養成講座の実施(３名受講) 

・保存活用計画の策定(第３次計画） 

 

 

 

(※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) 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。 

(※5) 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 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①グローバル人材育成事業 

[目的] 

 様々な事業を展開して高校生に対する支援を

行うことにより、チャレンジ精神に富み、豊か

な語学力やコミュニケーション能力を身に付け、

異文化に対する理解と日本人としてのアイデン

ティティを備えた国際的に活躍できるグローバ

ルな人材を育てる。 

[実施状況] 

・高校生短期留学プログラム支援事業 

 対象：４校(54名) 

 ※コロナの影響により実施は３校31名 

・県立学校短期留学支援事業 

 対象：17団体(343名) 

 ※コロナの影響により実施は８団体139名 

・グローバル人材育成講演会事業 

 参加者：166名 

・起業家精神育成事業 実施校：６校 

 

(５) 基本施策 10 社会に参画する力を育む教育の充実 

☆は令和元(2019)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] 

 若者の社会参画の意識を高め、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。 

[実施状況] 

・とちぎユースボランティア研修 

 参加者：52名 

・防災に関する体験活動推進事業 

         (令和元（2019）年度終了) 

 参加者：60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 19,347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% 97.7% 98.2%  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 23,368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 

 

10校 

 

９校 

 

 

 

21校 

 

 

  

35校 

   

 

 

47校 

   

 

 57校 

 

 

 

 

 

 

59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 1,446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 

  える機会とし、進路選択への積極性や学習意欲の向上を図った。 

  △ 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、講座数及び受講者数ともに増えた。また、各講座の

受講者アンケートでは、66.4％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、受講による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、受講者同士が意見交換を行う受

講者交流学習を実施した。その際の受講者アンケートでは 57.9％の受講者が参加した理由

として「自分が興味をもったから」と回答するなど、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、実施後のアンケートにおいて、受講者の 92.2％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」、95.8％

が「『夢』をもつ大切さが分かった」と回答している。なお、新型コロナウイルス感染症

の影響により、１校が中止となった。 

  △ 各講座における「ふりかえり」を重視し、今後も受講者の学習意欲を喚起していくとと

もに、引き続きより多くの受講者に学習機会を提供できるよう努めていく。なお、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により小・中学校の夏季休業期間が短縮になったことなどを受

け、「本物」体験講座等は、開始時期を７月から９月に変更して実施する。また、とちぎ

未来大使「夢」講座について１校は中止とし、２校は日程を変更して実施していく。 

 ③ とちぎの高校生「じぶん未来学」推進事業 

○ 教員対象の研修会では、過年度に実施した実施状況調査や研修会でのアンケート結果に

基づき、効果的な指導方法を学ぶためのプログラム体験及び各校の具体的な実践内容や成

果を共有するための協議を実施した。参加者アンケートからは、「とても参考になった」

「参考になった」とする肯定的評価が 95.7％の割合で得られた。 

△ 教員対象の研修会は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、中止となったため、資料

提供等を行い、指導者の支援に努める。また、新学習指導要領に即したプログラムの改訂

に向けて、有識者による企画委員会を設置し検討を進めていく。 

 

(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、ふるさと(地域、市や町、県)にある様々な素材を

教材として活用し、ふるさとについて理解を深める学習を推進した。また、「とちぎふるさ

と学習」資料集及び「とちぎふるさと学習」ホームページについて、活用促進を図った。 

○ 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。  

△ 資料集の一層の活用を図るとともに、ホームページの活用促進を図っていく。 

  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。 
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(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。令和元(2019)年度は、平成 30(2018)年度に比べ文化

庁関係事業の実施校数が減少したことや、文化庁及び県関係事業の小規模校での実施が多

かったため、参加人数が減少した。 

  ○ 巡回伝統芸能公演事業については、「とちぎ子どもの未来創造大学」の講座の一つとし

て実施した。 

    △ 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。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施を予定して

いた演劇等公演 10 か所及び芸術鑑賞機会６か所は中止とし、演劇等公演３か所及び芸術

鑑賞機会５か所は日程を変更して実施していく。 

 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の成果を展示

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、夏休み期間における特別公開、本県の遺跡に

関する講演会や報告会等を実施した。 

埋蔵文化財センターの令和元(2019)年度利用者は 10,019 名となった。そのうち全体の約

４割である 3,888 名が学校の利用であり、児童生徒に対して「本物」の埋蔵文化財に触れる

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 

○ 県指定天然記念物１件を新規に指定したほか、国登録有形文化財(建造物)７件が新規

に登録された。これにより令和元(2019)年度末の指定等文化財件数は 1,333 件となった。 

文化財保存修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23,368件となり、平成30(2018)年度と比較すると3,000

件を超える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、閲覧者が関心を寄せる内容

の把握に努めながら投稿を行ったところ、年間延べ閲覧者は 347,850 人となった。さら

に、「文化財応援団」を活用し、県民と協働で情報発信に努めた。これらにより、県民

の文化財に対する関心の喚起と理解促進が図られた。 

△ 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と１つの特集ページに、近代和風建築をテーマにし

た特集ページを加え「とちぎいにしえの回廊」のホームページで紹介した。 
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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

財の紹介や、イベント等においてルートマップ配布などを行い、文化財の普及・啓発に努めた。 

△ ホームページ「とちぎいにしえの回廊」を繰り返し閲覧したくなる魅力あるページとする

ため、情報を追加して充実を図るほか、タイムリーな情報の提供を継続的に行うなどリニュ

ーアルを進める。 

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

校教育等における学習機会が確保されるよう、その利活用についての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。令和元(2019)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２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。令和元(2019)年

度は、農地及び道路整備事業等に係る 12 件の開発事業に伴い、発掘調査を実施した。 

△ 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、1,596 ㎡の保護用地を公有化するとともに、約 57ｍ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、令和元年度末で 129 名の並木守が 10 班に分かれて杉

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等が懸念されていることから、後継

者の育成が今後の課題となっている。 

  △ 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、並木杉の緊急調査事業等

の成果を基礎資料として、より適切な安全管理対策や保護対策について検討していく。ま

た、杉並木オーナーの安定確保のため、今後とも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、引き続き養成講座を実施し、新たな人材を養成・確保する

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。 

    また、令和元年度は第３次計画となる「日光杉並木街道保存活用計画」を策定した。今

後は施策毎の具体的な計画となる「アクションプログラム」の策定を進めていく。 

 

(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、多くの高校生にとって、多面的なものの見方など、学びの視野を広 

   げる機会となった。 

    これらの事業に参加した生徒のアンケートでは、「海外の人と交流するとき、相手の国の

歴史認識や文化の違いを尊重し合うことが大切だと改めてわかった。」、「互いの歴史を知る

ことは、自分の偏見に気づくことにもつながるということを学んだ。」、「海外の現状への関

心が高まった。」などの声が多く見られた。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



                                                         

- 26 -

の意欲の高まりが見られた。ただし、短期留学については、新型コロナウイルス感染拡大

の影響から実施できない団体があり、参加者が減少した。 

  △ 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。 

    ただし、短期留学については、渡航先の新型コロナウイルス感染状況等を十分に勘案し

ながら計画、実施するよう働きかけを行っていく。 

 

(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 

  ○ 中学生・高校生を対象とした「とちぎユースボランティア研修会」では、青少年教育施

設の機能を生かしてボランティアリーダーとしての資質・能力の向上を図り、地域社会へ

の貢献活動につなげることができた。 

また、防災に関する体験活動推進事業では、たくましく生き抜く力の育成を視点とした

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」は昨年から 209 人増加し、累計で 1,446 人となり、毎年着実に増加し

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。なお、新型コロナウイル 

   ス感染症の影響により、実施を予定していた「とちぎユースボランティア研修会」は中止 

   とした。 

検討会議委員からの主な意見 
○「とちぎ子ども未来創造大学推進事業」は子どもたちに夢を持たせ、実現に向けて

考える取組となっていて、とても評価できる取組である。 
 
○ 文化財の展示や普及活動については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け対

応が大変だと思うが、継続的な支援をしていただきたい。 
 
○ 地元の方々の協力を得ながら、小学生などに地元の文化財などを学ぶ機会を作ってほ

しい。 
 
○ 高校生の留学などが盛んに行われ、グローバル化が進んでいくことは素晴らしい取組

だと思う。今後も続けてほしい。 
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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 

                                                            ☆は令和元(2019)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] 

 県内のすべての学校や地域で人権教育が効果

的に展開できるよう、人権教育推進体制の充実

に向けた支援に努める。 

[実施状況] 

・人権教育推進の手引の作成・配布(3,125 部) 

・人権教育推進会議(１回) 

・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(２回) 

・市町教育長人権教育連絡会議(１回) 

・人権教育研究推進事業運営協議会(３回) 

②人権教育指導者の養成と資質・能力の向上 

[目的] 

人権教育に携わる指導者を養成するとともに、

指導者としての資質・能力の向上を図る。 

[実施状況] 

・経験年数等に応じた研修の実施(1,949 名) 

・人権教育推進担当者研修会(151 名) 

(令和元(2019)年度終了) 

・人権教育担当者スキルアップ研修(53 名) 

・性的マイノリティの理解と対応のための研

修会(94 名)  

・児童虐待に対応するための研修会(261名) 

・人権教育推進のための支援訪問(178回)  

・人権教育指導者用リーフレットの作成・配

布(40,000部) 

③学習内容及び方法の改善・充実と啓発の推進 

[目的] 

 人権について理解を深め人権意識を高められ

るよう、学習内容及び方法の改善・充実を図る

とともに、人権啓発の推進に努める。 

[実施状況] 

・人権教育総合推進地域事業(３中学校区) 

・人権教育研究指定校事業(４小学校) 

・人権教育研究学校指定事業(１県立校) 

・人権に関する文集「あすへのびる」の作成

・配布(8,860 部) 

・学習・啓発資料「人権の窓」の作成・配布

(61,300 部) 

・人権教育だより(年２回ホームページに掲載) 

・人権に関する作文の募集(1,050 点) 

・人権に関するイラストの募集(360点) 

 

(２) 基本施策 12 県民一人一人の生涯学習への支援 

☆は令和元(2019)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] 

栃木県生涯学習推進計画五期計画に基づき、自立

・協働・愛着の視点による生涯学習の推進を図る。

[実施状況] 

・栃木県生涯学習推進計画の進行管理 

・生涯学習関連施策数：211(全庁) 

基本目標 
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②とちぎ県民カレッジの推進 

[目的] 

 市町、関係機関等との連携を図りながら、総

合的かつ体系的な学習機会を県民に提供し、県

民がいつでもどこでも学べるよう支援を行う。 

[実施状況] 

・講座の充実 

 連携機関数：93機関 

 登録講座数：1,693講座 

 (新型コロナウイルス感染症の影響により

７講座中止) 

 受講者：74,229名 

③生涯学習ボランティアの推進 

[目的] 

 県内で実施されている学習機会を通して県民

が蓄積した学習の成果をボランティア活動に生

かすことのできる環境の整備を図る。 

 

[実施状況] 

・ボランティア活動の推進 

 相談件数：999件 

 コーディネート件数：55件 

 団体登録数：271団体(新規２団体) 

 個人登録数：532名(新規４名) 

④アカデミアとちぎ推進事業 

[目的] 

 学校が有する専門的な教育機能や施設、設備

等を地域社会に開放し、一般的な教養や専門的

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。 

[実施状況] 

・実施校：県立学校２校 

・受講者：27名 

(令和元（2019）年度終了) 

 

(３) 基本施策 13 学校・家庭・地域の連携による教育の充実 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①ふれあい学習推進事業 

[目的] 

 子ども同士、大人同士、子どもと大人、そし

て幅広い年代の人々との交流活動や体験活動、

学習活動等を「ふれあい学習」として推進し、

学校、家庭、地域が連携・協力し、子どもの 

「生きる力」を育みながら、家庭と地域の教育

力の向上を目指す。 

[実施状況] 

・ふれあい学習推進委員会の開催(２回) 

・学校と地域の連携推進セミナー(※1)の実施 

               (２回) 

 対象：地域の教育活動を担う指導者等 

 参加者：102名 

・「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] 

 ボランティアや地域住民、企業、団体、機関

等と受け入れ側である学校との連絡調整を行い、

地域の実情に応じて、住民の学びや交流等の機

会を企画運営できる地域教育コーディネーター

を養成し、地域住民が社会参加活動に取り組み

やすい環境整備を図る。  

[実施状況] 

・全体研修 

 対象：地域活動実践者､市町担当者､教職員等                     

参加者：113名 

・地区別研修 

 (２～５回 各教育事務所) 

 参加者：延べ1,056名 

③社会教育主事講習への派遣 

[目的] 

 教育基本法第13条に規定されている「学校、

家庭及び地域住民等の相互の連携協力」の推進

や地域とともにある学校づくりを社会教育の視

点から支援するため、社会教育主事講習へ教員

を派遣する。 

  

[実施状況] 

・社会教育主事講習 

 宇都宮大学：82 名派遣(うち行政職員６名

を含む) 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター：

 令和元(2019)年度は派遣なし 

 社会教育主事有資格者：1,166名 

 

(４) 基本施策 14 地域全体で支える家庭教育への支援 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①家庭教育の学習機会の充実 

[目的] 

 子育て中の親に対し、子どもの誕生から自立

まで切れ目なく、家庭教育に関する学習機会を

提供するとともに、若い世代に対しても親・家

族・家庭の意義や役割などについて学ぶ機会を

提供する。 

[実施状況] 

・親学習プログラム(※3)の普及・定着 

・指導者養成(30 名)学習機会(348 回実施) 

・家庭教育オピニオンリーダーの養成(14名) 

・とちぎの高校生「じぶん未来学」の推進 

②家庭教育支援の基盤づくり 

[目的] 

様々な世代、立場の人が、子育てに関わり、

家庭教育を支援していけるよう、地域住民、家

庭教育支援団体等のネットワーク化を図り、地

域全体で子育てをする家庭を支える環境を整え

る。 

[実施状況] 

・家庭教育支援・子育て支援関係者広域ネッ

トワークの開催(参加者 66 名) 

・家庭教育電話相談(ホットほっと電話相談、

メール相談)の実施 

 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 

☆は令和元(2019)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] 

  「総合型地域スポーツクラブ」(※5)の創設・

運営を支援することにより、県民が、それぞれ

のライフステージにおいて、「だれでも、いつ

でも、どこでも、いつまでも」主体的にスポー

ツに親しむことができるようにする。   

[実施状況] 

・各市町、クラブの巡回訪問(86回) 

・クラブ連絡協議会の開催(２回) 

 参加者：129名 

・総合型ＳＣフェスタの開催(６地区で開催) 

 参加者：延べ2,303名 

②「とちぎスポーツフェスタ」の開催 

[目的] 

スポーツレクリエーション活動の推進及び健康

づくりを目的とした総合的なスポーツイベント

を開催し、県民総スポーツの推進に資する。 

[実施状況] 

・第52回県レクリエーション大会 

(令和元年東日本台風のため中止) 

・県レクリエーションろまんちっく村大会開催 

参加者：延べ2,184名 

・生涯スポーツ大会開催(21大会) 

 参加者：4,060名 

(２大会は新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため中止) 

・県民スポーツ大会 

(令和元年東日本台風のため中止) 

※令和元（2019）年度の「スポーツフェスタ」

は、県レクリエーション協会が実施主体の第

52回県レクリエーション大会に変更。 

③国体に向けた競技力の向上 

[目的] 

 栃木県競技力向上基本計画に基づき、令和４(

2022)年の「いちご一会とちぎ国体」での天皇杯

・皇后杯の獲得と、本県開催国体以降の安定し

た競技力の確保に向け、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本柱からなる事業を展開し、競技力向上

を図る。 

[実施状況] 

・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49名 

 身体能力開発プログラムの実施(20回) 

 知的能力開発プログラムの実施(16回) 

 競技体験プログラムの実施(13競技35回) 

・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883日 

 参加者：延べ21,698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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 ・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５校８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25校61部 

      強化推進拠点校40校100部 

・有望選手･チーム強化支援事業 

 (23競技団体74選手、15競技団体33チーム) 

 事業実施：延べ855日 参加者：延べ5,323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35社､就職希望者４名､内定者１名 

・ふるさと選手サポート事業 

 (21競技団体、156名) 

☆スポーツ専門員配置事業(３競技６名配置) 

・女性アスリート育成強化事業(29競技団体) 

 事業実施：延べ431日 参加者：延べ5,065名 

Ⅲ.指導者の養成･資質の向上 

・国体対策指導者養成事業(40競技団体) 

 事業実施：延べ242日 参加者：延べ1,701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(25競技40団体) 

・スポーツ用具整備事業(13競技団体) 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため、２～３月は実施を見合わせた事業がある。

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] 

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会を契機として、異文化に対する理解を深め、

おもてなしの心や公共心・道徳心を涵養するこ

となどを通じて、平和な社会の実現に貢献する

態度を養う。また、オリンピック・パラリンピ

ックの歴史や意義等の正しい理解を促し、スポ

ーツへの関心を高め、多様なスポーツとの関わ

りを持てる機会とする。  

[実施状況] 

・推進委員会の開催(２回) 

・地域セミナーの開催(１回) 

・地域ワークショップの開催(１回) 

・推進校を指定し、オリンピック・パラリンピ

ック教育を実践 

  小・中学校及び義務教育学校 

    ：益子町、栃木市、那須塩原市、佐野市

で推進校を指定 

  県立学校：２校 

 

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 

 

小６ 

中３ 

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

77.9% 

72.8% 

77.9% 

72.8% 

79.0% 

73.9% 

79.7% 

74.7% 

85.4% 

82.9% 

83.1% 

78.4% 

 

 

増加を 

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 21,974人  22,185人 
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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 2,424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% 51.9%  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 

1,029点 

19位 

1,029点 

30位 

903.5点 

21位 

964点 

28位 

875.5点 

18位 

1075.5点 

鹿児島大会

延期 

10位以内 

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 

  ○ 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する

とともに、共同で研修会を開催するなど、全庁的な人権教育の推進体制構築を図った。 

○ 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

進の方向性を共有するなどし、市町教育委員会との連携を図りながら、人権教育推進体制の

充実に努めた。 

  △  令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、市町教育委員会と連携を深

めることを目的とした各種会議が中止となった。ただし、感染症に係る人権問題が生じるな

ど、人権教育の一層の推進が求められる状況を踏まえ、各学校、関係機関に人権教育関係資

料を配布し、人権教育の組織的な推進に向けた研修を促していく。 

 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、それぞれの実践を基に研究協議を行った。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

を用いた学習の展開について、講義と演習を行った。いずれの研修も事後アンケートの評価

が高く、参加者の指導者としての資質・能力の向上につながったと考えられる。 

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

など、近年顕在化する個別の人権問題を扱った研修会を実施し、適切な対応について理解を

深めるとともに研修講師との質疑応答を通じて日頃の悩み等の解決に資する機会を提供した。 

  △ 人権教育推進状況調査により、校内職員研修の実施率低下が顕在化した。新たに作成した

職員研修用資料の活用方法について、各学校の人権教育主任等が参加する研修会で周知を図

り、校内職員研修の実施率向上につなげていく。    

 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」では、指定校４校が、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

を深める貴重な機会となった。 

    ○ 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、活用例やワークシートを

添付した上で、学校や社会教育施設等へ送付した。これらの資料の活用をさらに促進するた

め、各種研修会において、活用例を紹介するなどきめ細かな支援に努めた。 

    △  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る。そのため、人権教育研究校の研究成果を踏まえながら、人権教育に 
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係る学習資料等を作成し、様々な場面での活用を通して人権教育の積極的な推進を図る。 

 

(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 

  ○ 生涯学習・社会教育関係職員研修等を通し、市町職員等に計画の周知を図った。生涯学

習推進本部担当者会議では、全庁的な生涯学習施策の推進のため、庁内各課室で実施して

いる生涯学習関連事業を調査し、情報共有を行った。また、令和２年度をもって現計画が

終了することから次期計画を見据え、平成 30 年８月に教育委員会から生涯学習審議会に

「今後予想される社会の変化に対応した多様な学習活動の推進方策について」を諮問し、

令和元年３月に答申を受けた。 

  △ 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

を図っていく。また、次期計画の策定に取り組む。 

 ② とちぎ県民カレッジの推進 

  ○ 登録講座については、平成 30(2018)年度に比べ 1,675 講座から 1,693 講座に増えたが、

連携機関数については、102 機関から 93 機関に減少した。受講者数については、令和元年

東日本台風や新型コロナウイルス感染拡大防止の影響による講座の中止もあり、受講者数

が 91,483 名から 74,229 名に減少した。 

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

く。また、各実施機関と連携し全県的な学習機会の提供に努めていく。なお、新型コロナウ

イルス感染症の影響により予定されていた講座のうち 280 講座が中止となった。 

 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、個人登録が４名あ

ったが、高齢による退会などにより、団体登録数は 302 団体から 271 団体、個人登録数は

596 名から 532 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 

○ 令和元(2019)年度は、演劇や絵画、ボランティア養成講座等、県立学校２校で講座を実

施した。受講者アンケートでは、学習内容の取り組みやすさについては 64.0％の受講者が

「ちょうど良い」と評価している。 

△ これまでの取組により本事業の趣旨等は広く周知され、目標は十分達成されたと判断で

きることから、事業を見直し、今後は県民カレッジの講座等として実施していく。 

 

(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 

  ○ 学校を核とした地域づくりを推進するため、学校を支える地域の組織体制整備支援を事

業の重点目標とし、各教育事務所、総合教育センター等と連携して取り組んだ結果、県内

の学校における地域学校協働本部の設置率は 50.3％となり、設置する市町が増えてきている。 

  △ 「社会に開かれた教育課程」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、モデル事業を通して「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。なお、新型コロナウイルス感染症対策の影響により、モデ

ル事業の進捗状況に２か月程度の遅れが見られる。 

② 地域教育コーディネーター養成事業 

○ 各教育事務所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
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者や地域活動実践者などから 1,056 名の参加があった。研修修了後は、各市町教育委員会

との連携の下、学校と地域住民等との連絡調整を行うコーディネーターとして活躍してい

る。 

△ 研修内容の充実を図るとともに、地域と学校が連携・協働した活動について周知啓発と

組織体制の整備を支援し、コーディネーターの活動機会の確保や地域住民等の参画を促し

ていく。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、６月末までに予定していた養成研

修については、那須教育事務所で初回の研修を中止としたが、それ以外は期日変更で対応

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 82 名が資格を取得した。また、

講習修了後に、研修会や交流会を実施し、社会教育主事有資格者としてのスキルアップや

有資格者同士のネットワークの構築につなげている。 

  △ 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。なお、

新型コロナウイルス感染症の影響により、茨城大学にて実施が予定されていた社会教育主

事講習は中止となった。 

 

(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・ＰＴＡ

研修等において、家庭教育支援プログラムを活用した保護者の学習機会を提供し、令和元

(2019)年度は 348 回実施し、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のために、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。 

    家庭教育支援プログラムの活用と併せて、地域全体で家庭教育を支援する重要性に鑑

み、地域元気プログラムの活用も図っていく。 

 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関

係部局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」は平成 30(2018)年度に比べ 44 名増加し、累計

で 2,424 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。なお、新型コロナウイルス感

染症対策のため、７月 15 日に予定していた「家庭教育・子育て支援関係者広域ネットワ

ーク」は中止とした。 

 

(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(以下、「総合型クラブ」という。)

については、県体育協会等と連携し、既存クラブやクラブの未設置市町の巡回訪問などの育

成支援や県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の運営支援などにより、クラブ数は平成

30(2018)年度と同等の 56 クラブで増減はなかった。また、３市町ではクラブ設置には至っ

ていないが、準備委員会の設立に向けて準備が進んでいる。さらに、県内総合型クラブが連

携協働し、総合型 SC フェスタを開催することにより、地域住民のスポーツ参加の促進とと

もに、総合型クラブの認知度の向上につながった。 
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    総合型クラブは、これまで地域住民の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、一部のクラブで指導者の高齢化やクラブ運営基盤の脆弱化などによりクラ

ブ活動が縮小してきているなどの課題があることから、県スポーツ協会等と連携し、更なる

クラブ支援が必要である。 

  △  市町や県スポーツ協会との更なる連携のもと、巡回訪問等により既存クラブの運営体制、

指導者の構成状況、活動内容などのクラブの現状や課題の情報共有を図り、クラブ活動の活

性化やクラブ運営の安定化に向けた育成支援を継続していく。また、総合型クラブ未設置の

３市町に対して、クラブ創設に向けて、引き続き市町訪問や情報提供など、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 

  ○ 「レクリエーションろまんちっく村大会」では、県レクリエーション協会・県ウオーキン

グ協会などの関係団体と連携し、スポーツレクリエーション体験会やウォーキングプログラ

ムを実施し、延べ約 2,200 人程度の参加を得られ、県民のスポーツ活動への参加促進につな

がった。 

  △ 県スポーツ協会や県障害者スポーツ協会などの関係機関・団体と連携し、日頃から運動習

慣がなくても参加できるプログラムを充実させ、より多くの県民が参加できるイベントとす

ることで、スポーツ未実施者の運動習慣の定着に向けたきっかけづくりにつなげていく。ま

た、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「いちご一会

とちぎ国体・いちご大会」に向けて、県民のスポーツに対する機運の高まりを県民のスポー

ツ活動につなげられるよう、更なるプログラム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。 

令和元(2019)年度は競技力向上基本計画における「充実期」の最終年となり、完成期とな

る令和２(2020)年度に向け、ジュニア選手の育成、成年選手の強化に取り組んだ。特に成年

選手強化においては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に加え、即

戦力となるスポーツ専門員６名を任命し競技力の向上を図った。 

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 30(2018)年の

28 位から 18 位へと順位を上げたが、基本計画における目標順位には到達していない。「い

ちご一会とちぎ国体」における天皇杯・皇后杯の獲得に向けては、本大会において依然とし

て入賞できない競技があることから、競技力の底上げを図る必要がある。 

  △ これまで、ターゲットエイジとして強化してきたジュニア選手が、令和２(2020)年度から 

順次高校に進学することから、完成期の３年間で全国レベルの競技力となるよう着実に強化 

を進めていくとともに、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、選手層のより一層の充実を図っていく。さらに、とちぎスポーツ医科学センターが令

和２(2020)年５月に供用開始となったことから、これまでの競技力向上のための取組に、ス

ポーツ医・科学の知見を取り入れ更なる競技力の向上を目指していく。 

  △ 新型コロナウイルス感染症対策に伴い、４～５月は競技力向上事業の実施は見合わせた

が、６月から徐々に開始した。 

  △ 第 75 回国民体育大会の延期が決まった。  

 ④ 栃木県オリンピック・パラリンピック教育推進事業 

  ○ 各推進校において、各教科等との関連を図り、適切に指導時間を確保するなど、教育活

動全体を通して、計画的にオリンピック・パラリンピック教育が推進され、児童生徒の興

味・関心が高まるとともに、オリンピック・パラリンピックへの理解が深まった。 
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  △ オリンピック・パラリンピックへの興味・関心をさらに高め、オリンピック・パラリン

ピック教育が継続した取組となるよう、これまでの事例を広く周知するとともに、各校の

実態や地域の特性に合わせた特色ある実践を推進していく。 

 

検討会議委員からの主な意見 
 
○ 地域教育コーディネーターの方々は、研修を受講した後、研修を受けて終わりではな

く、自主的な活動ができるとよいと考えている。 
 
○ 親学習プログラム等の研修について、男性が平日の昼間に参加するのはなかなか難し

い。少しずつ男性の育児参加が増えているが、昼間の研修への参加は難しい現状がある
ため、時間帯などを考えて設定してほしい。 

 
○ 国体でぜひとも天皇杯を取っていただきたい。そのための環境づくりは足りているの

か。練習環境を整えてほしい。 
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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 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①教職員の人材確保 

[目的] 

教員採用試験において、面接試験を充実させ

たり、各種特別選考を拡大したりするなど、広

い観点から選考を行い、教職員として優秀な人

材を確保する。 

[実施状況] 

･「スポーツの実績により一部試験を免除した

選考」において、受験資格を直近３年の競技

実績とするとともに対象競技を40種目に拡充 

･「障害のある方を対象とした選考」において、

全ての募集区分・教科・科目を対象に募集人

数を従来の５名から 20 名程度へ増加し、受

験資格の対象に新たに療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている方を加え

拡充 

･合格後の採用延期について、教職大学院進学

者に限られていた特例を、大学院進学希望者

全体に対象者を拡大 

・第１次試験で集団面接、第２次試験で個人面

接及び集団討論を継続して実施 

・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] 

「栃木県教員育成指標」(※1)及び「栃木県教員

研修計画」を踏まえて、喫緊の課題に対応するた

めの実践的指導力を高める研修の実施、校内研

修の支援、調査研究成果の普及・啓発を図るこ

とにより、自信と誇りをもって子どもたちと向

き合える教師を育成する。  

[実施状況] 

・総合教育センターによる研修 

 研修数：130研修(延べ333回) 

 受講者数：延べ23,146名 

・講師派遣 

 派遣回数：771回(うち学校への派遣259) 

③とちぎの教育未来塾 

[目的] 

 若手教員に教員としての基礎を確立させると

ともに、本県教員を目指す学生等が若手教員と

ともに学ぶことを通して、教員としての基本的

な事柄を理解させ、教職に対する情熱・使命感

を高めさせる。  

[実施状況] 

・実施：10月５日から１月18日までの土曜日 

(全６日間)19講座 

 受講者：210名 

    (現職教員35名、学生等175名) 

 講師：前栃木県教育委員会教育長、総合教育

センター職員等 

 

(※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.tochigi-edu.ed.jp/icnt/kenshu-c-r02/?page_id=347 

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] 

教員が児童生徒の教育に携わるに当たっては、

心身共に健康であることが大変重要であるため、

定期健康診断・人間ドックの要精密検査者への

受診勧奨等による健康の保持増進のための啓発、

メンタルヘルス不調の未然防止のための対策を

講じる。 

[実施状況] 

・精密検査の受診勧奨 

 広報誌、各種会議、研修会での意識啓発 

 精密検査受診勧奨通知の発送(２回:県立学校) 

 精密検査受診率：77.8％ 

・健康への関心を高める施策 

 健康づくりセミナーの開催(４回) 

 受講者：123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(12回) 

 受講者：1,001名 

 メンタルヘルス講座(２回) 

 受講者：91名 

 出前講座(５回) 

 受講者：105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 

 (4,889名、受検率：100%) 

 

２ 学校の指導体制の整備 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①栃木の新少人数学級推進事業～いきいき・スマイルプラン～ 

[目的] 

本県独自の少人数学級を実施することにより、

児童生徒一人一人のよさや可能性を引き出して

育てる教育を推進する。 

[実施状況] 

・小学校第１・２・３・４学年での35人以下学

級を継続して実施 

☆小学校第５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(317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] 

 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す。 

[実施状況] 

☆学校における働き方改革マネジメント研修 

 の実施 対象：全公立学校長 

☆業務改善推進者研修の実施 年６回 

(モデル校20校：小７・中７・高４・特２) 

☆長期休業中の学校閉庁日の設定 

(全ての公立学校にて設定済み) 

☆コンクール等の募集方法の見直し 

☆各種研修、会合、調査等の見直し 

☆公立中学校への部活動指導員の配置 

 (７市町30名配置)再掲 

・運動部活動補助員派遣事業の実施 
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 100校219部(中：60校136部・高：40校83部) 

☆長時間勤務者に対する産業医等による面接

指導の実施 

・栃木県公立学校業務改善推進委員会の開催 

(11月19日) 

☆「学校における働き方改革推進プラン」に基

づく実態調査 

 調査期間：７月１日から８月31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：14,638人(回答率：91.5％) 

☆｢学校における働き方改革推進について｣保

護者向けリーフレット作成・配布(195,000部)

 

３ 社会の変化に対応した特色ある学校づくり 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①魅力ある県立高校づくりの推進 

[目的] 

 本県の高校教育を取り巻く社会環境の変化

に対応するため、新たな県立高等学校再編計画

を策定し、より一層魅力と活力のある学校づく

りを推進する。 

[実施状況] 

☆新校設立準備委員会の設置(宇都宮中央女

子高校、足利高校・足利女子高校) 

☆職業系専門学科高校の学科改編(栃木農業

高校、栃木工業高校) 

☆定時制高校の夕夜間定時制への改編(足利

工業高校、真岡高校) 

☆特例対象校への学校運営協議会の設置及び

開催(益子芳星高校、茂木高校、黒羽高校、

那須高校) 

・特例校における学校運営協議会の開催 

・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 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①県立学校の施設・設備の整備 

[目的] 

学校施設の老朽化対策などを計画的に進める

ことにより、安全・安心な学習環境を確保する。

また、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を計画的に整備す

ることにより、職業系高校の学習環境の向上を

図る。 

[実施状況] 

☆令和元年東日本台風で被災した県立学校施

設の復旧(８校) 

・県立学校施設長寿命化保全計画等に基づく、

校舎・体育館等の改修工事(12校) 

・老朽化の著しい部室の改築工事(２校) 

・空調設備の整備(62校) 

・老朽化した実験実習設備の更新 

 (６校６品目７台) 

②公立小・中学校施設の整備促進 

[目的] 

小・中・義務教育学校の校舎や体育館等の新

増改築事業、大規模改造事業、防災機能強化事 

[実施状況] 

☆令和元年東日本台風で被災した市町村立学

校施設の復旧(５校) 
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業等について、国庫補助の活用に係る助言等を

行うことにより、児童生徒の安全確保や教育環

境の改善を図る。 

・市町村立学校施設の増築(３校) 

・市町村立学校施設の統合(増築、改修)(１校) 

・大規模改造(空調(156校)・トイレ(38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)(19校) 

  

５ 青少年教育施設とスポーツ施設の整備 

☆は令和元(2019)年度新規事業 

①青少年教育施設の整備 

[目的] 

 集団生活体験により自立性や協調性を養うと

ともに、青少年が様々な体験活動を通して、社

会性や豊かな心、健やかな体を育む青少年教育

施設の機能を継承しつつ、多くの人々に生涯を

通じて学習する機会を提供するため、県民の生

涯学習に資するための施設として整備する。  

[実施状況] 

・ＰＦＩ(※2)による整備運営事業の推進 

実施方針等の公表(５月) 

説明会・現地見学会の実施(６月) 

民間事業者との意見交換会の実施(８月､３月) 

ＰＦＩ導入の正式決定(11月) 

入札説明書等の公表(12月) 

②スポーツ施設の整備 

[目的] 

 県民の多様なスポーツニーズに応えるととも

に国体の本県開催を見据え、競技力の向上や各

種大会開催に対応できるようスポーツ施設の整

備を進める。  

[実施状況] 

・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等(６施設) 

・ライフル射撃場の再開に向けた土壌対策工事

・射撃場改修工事の実施 

 

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(※3) 

 

 

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% 79.2%  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、大学訪問による説明を聞くことができなかった方を対象に、県庁を会場にした説明 

   会を年２回、新たに東京を会場とした説明会も開催し、とちぎで教員として働くことの魅力 

の発信に努めてきた。さらに、初めて教員募集のポスターを作成して関係機関等に配布、協

力を依頼し、多くの方の受験を呼び掛ける努力も行った。ツイッターによる情報発信も継続 

 

(※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) 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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し、栃木県の教員を目指す方々が、採用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。 

△ 令和３(2021)年度の採用については、まず、受験者の願書等の書類作成にかかる負担軽減

と受験者の確保につなげるため、本県の電子申請システムを利用した出願を可能とする。次

に、力のある優秀な教員の確保に向けて、「教職経験による一部試験を免除した選考」の受

験年齢を従来の 44 歳までから 59 歳までに引き上げる。また、前年度第２次試験で不合格と

なった者のうちＡランクだった者については、従来「講師等の経験により一部試験を免除し

た選考」と「若手人材を対象とする一部試験を免除した選考」に分かれていた特別選考を統

合し、「前年度第２次試験Ａランクによる一部試験を免除した選考」とする。さらに、受験

者にとってより受験しやすい状況を整え優秀な教員の確保につなげるため、これまで実施し

てきた第１次試験の集団面接と第２次試験の適性検査を廃止する。また、高等学校の情報科

の採用試験を本県で初めて実施する。 

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 

員の確保に努めていく。 

 ② 教員の指導力向上に向けた研修の充実 

○ 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、内容や方法の工夫・改善を図った。研修の際には、「栃木県教員育成指

標」を参考にして作成した目標を受講者に提示し、その目標に準拠して、理解度、行動変

容度の自己評価をさせることで、各自の意識や行動の変容につながるよう工夫している。

また、研修の満足度を測定し、「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、79.2％であり、推進指標

に掲げた目標値を上回る結果を維持している。 

  △ 次期栃木県教育振興基本計画の内容等も踏まえて、研修の目的・目標の達成度や研修内

容、運営等を客観的に把握できるよう研修評価を今年度中に見直し、次年度以降、その評

価を基に研修の内容、方法等の継続的な改善に努めていく。 

    令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、４～８月の教職員研修は

中止としたため、自己研修の一助となるよう資料を公開するととともに、当初予定してい

た内容を９月以降または次年度に実施するなど研修計画を再構築する。 

○ 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、今年度４月に各学校

に配付した「学校におけるＯＪＴ」に関する調査研究リーフレットの活用促進を図るなど、

学校が主体的に校内研修を企画・運営していけるよう支援を工夫していく。 

 ③ とちぎの教育未来塾 

○ 教職経験５年以内の若手教員、臨時採用教員等、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実施しており、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設けるなど、より実践的な研修となるよう工夫・改善を

図った。さらに、特別講話では、前栃木県教育委員会教育長に講師を依頼した。 

  定員(200 名)を上回る受講者数を維持しており、事後アンケートからは、他校種の教員

や教師を目指す学生との意見交換が有意義であると感じていること、目指す教師像が明確

となり、教師としての見方や考え方を広め深めていることなどがうかがえ、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。 

△ 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の自主的・主体的な研修の

場となっており、今後も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。 
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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)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 

   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～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・４学年に加え、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、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した。 

    その結果、きめ細かな指導を可能とする体制の整備が一層進んだ。 

   △ 本県の少人数学級の在り方についての検討結果を踏まえ、令和２(2020)年度から小学校第 

   ６学年において 35 人以下学級を実施する。 

    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 

  ○ 平成 31 年１月に策定した「学校における働き方改革推進プラン」に基づき、各学校で

は業務改善を進める委員会を設置、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、組織的な業務改善の取組が行われた。 

また、県教育委員会では、学校における働き方改革マネジメント研修や業務改善推進者

研修の実施、コンクール等の募集方法の見直しや外部人材の配置などにより管理職・教員の

意識改革を図るなど、各学校の業務改善の支援を行った。 

「学校における働き方改革推進プラン」に基づく実態調査を令和元(2019)年７～８月に、

県内公立学校における働き方改革推進に向けた取組状況や教職員の勤務実態等を把握し、

今後の業務改善に向けた教育政策推進の基礎資料とするため実施した。 

その結果、県内公立学校の教諭等が１ヶ月 80 時間を超えた割合は、平成 31(2019)年４

月が 17.2％、令和元(2019)５月が 18.1％、６月が 18.9％、７月が 12.1％であった。 

その他の調査結果では、「業務を精選・効率化する意識が高まっている」と回答した県
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内公立学校が 75.0％など、少しずつ業務改善への意識の高まりが見られ、教職員の働き方

に変化が表れてきた。 

△ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２(2020)年度に実施を予定していた「業務

改善マネジメント研修」、「業務改善実践フォーラム」は中止とし、「業務改善推進者研修」

については、日程や内容を変更して９月以降に実施していく。今後も「学校における働き方

改革推進プラン」に基づき、教員の負担軽減や学校運営体制の充実に向けた施策を推進する

とともに、研修等を通じて教職員の意識改革や各学校の業務改善を促進していく。 

 

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、令和４(2022)年度から共学化する宇都宮中央女

子高校及び、統合共学化する足利高校・足利女子高校に新校設立準備委員会を設置した

ほか、栃木農業高校及び栃木工業高校の学科改編や、足利工業高校及び真岡高校の定時

制の改編を行った。 

また、令和元(2019)年度から益子芳星高校、茂木高校、黒羽高校、那須高校に学校運営

協議会を設置した。 

  △ 令和２(2020)年度から黒羽高校及び那須高校を適正規模未満で生徒を募集する特例校と

し、両校に単位制を導入する。また、計画に基づき、令和２(2020)年度に小山北桜高校、

足利工業高校及び那須清峰高校の学科改編を行うとともに、宇都宮工業高校定時制を昼夜

間二部制に、鹿沼商工高校を夕夜間定時制に改編する。 

    令和３(2021)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、 

近年の猛暑を踏まえ、令和元(2019)年度９月補正予算により、特別教室への空調設備を行 

うなど、児童生徒等の適切な学習環境の確保に努めた。さらに、11 月補正予算により、令 

和元年東日本台風で被災した県立学校施設の復旧に取り組んだ。 

△ 令和２(2020)年度以降も学校施設の老朽化対策を計画的に進めていくとともに、特別教 

室への空調設備の設置に引き続き取り組む等、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の職業系高校にある老朽化した実験実習設備について、令和 

元(2019)年度は、６校６品目７台を整備・更新した。 

△ 令和２(2020)年度においても、６校７品目７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

末に非木造建物対策が全て完了し、次の課題である吊り天井等非構造部材も、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がほ

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、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、児童生徒の安全の確保を

図ることができた。 

    さらに、令和元年東日本台風によって大規模に被災した学校施設について、国の災害復 

旧費負担金の活用を促したところ、早期復旧を促進することができた。 

△ 今後も各市町に対して、小・中・義務教育学校の学校施設に係る様々な課題の早期解決 
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に向けた国庫補助の活用を促すなど、必要な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 

  ○ 新たな青少年教育施設の整備・運営については、民間事業者との意見交換等を経て、Ｐ

ＦＩ導入効果の評価を行い、ＰＦＩ事業として実施することを正式に決定した。また、専

門的な知見を有する外部アドバイザーの支援を受けながら、入札説明書、要求水準書、落

札者決定基準等を作成・公表するなど、事業者の募集・選定に向けた準備を概ね計画どお

り実施している。 

  △ 令和６(2024)年４月の開所に向け、ＰＦＩ事業の実施に必要な各種手続を着実に進めて

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。総合スポーツゾーンについて 

   は、新たな施設として 11 月に武道館を開館するとともに、総合運動公園(北・中央エリア)  

・とちぎスポーツ医科学センター及び総合運動公園(東エリア)の指定管理者の指定を行った。 

また、ライフル射撃場については、土壌対策工事を実施したほか、射撃場改修工事に着手

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２(2020)年度に県北体育館吊物設備改修工事、日光

霧降アイスアリーナ暖房設備改修工事、今市青少年スポーツセンター施設改修に対する助

成等を予定しており、中央競技団体正規視察の結果等を踏まえ、計画的な整備に努める。総

合スポーツゾーンについては、ＰＦＩ事業により整備を進めている東エリアの管理運営等に

ついて事業者との調整を図るとともに、新体育館や屋内水泳場の開業準備を進めていく。ま

た、ライフル射撃場については、令和３(2021)年度の再開に向けて、改修工事を進めていく。 

 

 

検討会議委員からの主な意見 
 
○ 若い先生たちには学ぶ場が多岐にわたって必要なため、研修をしっかり実施してほし

い。また、知識や経験が豊富な講師を採用できる特別選考などを考えてほしい。 
 
○ 少人数学級を小１から中３まで導入していただき、大変有り難い。今年で完全実施と

なり、とても現場の環境は良くなっている。児童生徒に対して、きめ細かな指導ができ
ている。 
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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。 

  令和元(2019)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 ………１回 

 ○協議会 ………13回    〔合計26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 137 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                      137件 

 【内訳】                          

 ○議案                                             59件 

  ・教育行政の運営に関する基本方針に関すること 12件  

  ・人事、服務に関すること           23件  

  ・条例、規則等の制定、改廃に関すること    12件 

  ・学校教育に関すること            ７件 

  ・文化財保護に関すること                      １件 

  ・表彰に関すること                       ３件 

  ・その他                                      １件 

 ○報告                         43件 

 ○協議等                        35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、学校と地域の連携・協働について、２回に

わたり協議等を行った。また、第２回には栃木県教育大綱に基づく施策の取組状況について

協議等を行った。 
 

② 学校等訪問・・・・・・・・・・６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】 

     ○令和元(2019)年６月 11 日(火) 博物館、美術館 

     ○令和元(2019)年９月 20 日(金) 那須町立黒田原小学校、那須中学校 

     ○令和元(2019)年 12 月 10 日(火) 富屋特別支援学校鹿沼分校、日光明峰高等学校 
 

③ 市町村教育委員会との意見交換会・・・・・・・・・・１町    

     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。 

Ⅲ 教育委員会の活動状況について 
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  【訪問先】 

   ○令和元(2019)年９月 20 日(金) 那須町教育委員会 
 

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】 

   ○令和元(2019)年 ５月 16・17 日(金)  １都９県教育委員会全委員協議会(甲府市) 

   ○令和元(2019)年 ７月 ８・９日(火)  全国都道府県教育委員会連合会総会(高知市) 

   ○令和元(2019)年 ７月 18 日(木)      事務局との意見交換会 

   ○令和元(2019)年 ８月 29・30 日(金)  １都９県教育委員会教育委員協議会(水戸市) 

   ○令和元(2019)年10月29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)                            

   ○令和２(2020)年 １月 27 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・・・４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】 

   ○令和元(2019)年 ９月 27 日(土) 第 74 回国民体育大会(ひたちなか市) 

   ○令和元(2019)年 10 月８日(火)  とちぎ教育賞表彰式(県公館) 

   ○令和元(2019)年 11 月 12 日(火) 学校教育支援ボランティア感謝状贈呈式(県公館) 

   ○令和元(2019)年 11 月 12 日(火) 教育功労者等表彰式(県公館) 

   ○令和２(2020)年 １月 25 日(土) 県教育研究発表大会(県総合教育センター) 

   ○令和２(2020)年 ２月 10 日(月) 各種大会優勝者等表彰式(県東館) 
 

 ⑧ 研修会等・・・２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。 
 

 ⑨ 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 

（R2(2020).3.31 現在） 
 

職 名 

 

氏 名 
 

教育長 

 

荒川 政利 
 

委員(教育長職務代行者)             

 

鈴木 純美子 
 

委 員 

 

工藤 敬子 
 

委 員 

 

金子 達也 
 

委 員 

 

陣内 雄次 
 

委 員 

 

吉澤 慎太郎 
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１ 事故の発生及び発生後の主な対応 

  平成29(2017)年３月27日 

        ４月11日 

  

10月15日 

 

  平成30(2018)年１月９日 

 

                ４月１日 

那須雪崩事故発生 

「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  ※第１回(4/16)～第７回(10/15) 

検証委員会から県教育委員会宛に「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 

検証委員会からの提言等を踏まえ「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(当該取組を基に34の事業等に整理) 

「学校安全課」を設置し、以降、県教育委員会を挙げて34の事業

等を実施 
 

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 

 
 
３ 主な取組の実施状況（令和元(2019)年度） 

 取組・事業 実施状況等 

Ⅰ

全

般 

・安全教育指導者研修(再掲) ・県立及び義務各１回開催 参加者 525 名 

・危機管理に関する校内研修 ・実施件数：30 校(平成 30 年度 29 校) 

・学校安全課指導主事訪問 ・実施件数：50 校(平成 30 年度 38 校) 

 ※２か年で県立学校全校訪問済 

Ⅱ

登

山

活

動 

・高校生の登山のあり方等に関する検討委員会 

 ※委員 12 名    

(有識者３名、遺族委員３名 外) 

・検討委員会の設置及び開催(２回) 

第１回(10/25)、第２回(2/17) 

※具体的安全策(登山アドバイザーの全

件帯同)をまとめる。 

・登山計画審査会 ・全６回開催／審査 57 件、助言５件 

・登山計画作成のためのガイドラインの改訂 ・令和２年３月 31 日改訂 
 
４ 今後の対応方向 

△ 那須雪崩事故のような痛ましい事故を二度と繰り返すことなく、児童生徒の安全を第一に

考えた学校教育活動が行えるよう、教職員の危機管理・安全管理意識の向上や環境づくりに

取り組むほか、関係機関・団体等とも連携しながら安全教育の充実に取り組んでいく。 

△ 特に登山活動については、高校生の登山のあり方等に関する検討委員会を中心に、有識者

や遺族委員等の意見を十分に踏まえながら、高校生の登山のあり方や安全策等の検討を進め

ていく。また、登山計画作成のためのガイドラインの厳守を各校に徹底させるとともに、登

山計画審査会による厳正な審査を行うことより、事故のない安全登山の実施を図っていく。 

Ⅰ学校教育活動全般（全般） Ⅱ登山活動

・学校安全・危機管理に関する組織体制の強化
・学校における危機管理マニュアル見直し
・安全・危機管理研修の充実
・運動部活動リスクマネジメント研修の開催
・運動部活動指導者研修会の充実

１学校教育活動における安全管理の徹底

・県高体連等における危機管理マニュアルの適切な運用支援
・県高体連主催大会等の適切な運営支援
・県中学校体育連盟等に対する指導・助言

２県高等学校体育連盟等に対する指導・助言

・登山計画作成のためのガイドライン策定
・登山計画審査会の機能強化
・登山届受理システム「コンパス」の活用
・高校生の登山等の安全確保に関する連絡協議会(仮称)の設置

３登山活動における安全確保のためのチェック機能の充実

・スクールカウンセラーの配置
・メンタルヘルス事業
・関係機関等との連携

５被害者等への対応

・登山部顧問等研修会の開催
・顧問と生徒による登山研修会の開催
・登山研修会への派遣
・登山アドバイザー派遣
・安全登山のための装備貸出等
・指導者・生徒のためのハンドブックの作成
・安全登山に関する啓発の場の設置
・国や関係機関等への支援要請

４安全な登山活動のための知識・技術の習得

Ⅳ 那須雪崩事故を踏まえた事故再発防止の取組について 




