
議案第１３号

「第２期あきたの教育振興に関する基本計画」

ふるさとを愛し、社会を支える自覚と
高い志にあふれる人づくり

～みんなでつくろう「教育立県あきた」～

平 成 2 7 年 ３ 月

秋田県教育委員会



裏あ面

表紙の写真

■ ＡＬＴによるアメリカ文化の紹介

（イングリッシュキャンプ）



「ふるさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれる人づくり」の実現を目指して

、 、 、 、今 本県は 人口減少や少子高齢化による経済規模の縮小 地域社会存続への懸念と

グローバル化の進展による海外との競争の激化等により大変厳しい状況に直面していま

す。そして、社会は、このような状況を背景として、多様で変化の激しい先行きが不透

明な時代へと入っています。

こうした中、平成26年度からスタートした県政運営指針「第２期ふるさと秋田元気創

造プラン」では、自然エネルギーや蓄積された技術など、秋田のもつ有形無形の資源を

活用し 「日本に貢献する秋田、自立する秋田」の実現を目指しています。、

教育は、子どもたちの多様な個性や能力を開花させ、個人の人生を豊かなものにする

とともに、将来の社会の在り方に影響を与えるものです。絶え間ない社会の変化に対応

しつつ、子どもたちが充実した人生を送り、目指す秋田の将来像を実現するためには、

高い志をもち自立した人間として、多様な価値観をもつ他者と協働しながら、新たな価

値を創造したり、問題を解決したりする力を育成することが求められています。また、

ふるさとの理解等を通じた自らのアイデンティティーの自覚と、異なる価値観を有する

様々なアイデンティティーの存在を認め合う態度を育成することも必要です。

こうしたことから、本計画では、これからの社会において必要とされる、課題発見と

その解決に向け、主体的・協働的に学び表現する力を育成する“ 問い」を発する子ど「

も”の育成を最重点の教育課題として位置付けています。また、これを母国語のみなら

ず英語でも行っていくための英語コミュニケーション能力の育成、生涯学習の成果を実

、 「 」践し 積極的に社会に還元しようとする意識や態度を育む学びを生かした 元気な秋田

づくり そして 本県がこれまで進めてきたふるさと教育の基盤の上に立って 社会的・、 、 、

職業的自立に必要な能力や態度を育むキャリア教育の充実に重点的に取り組んでまいり

ます。そして、これらの取組によって目指す教育の姿として 「ふるさとを愛し、社会、

を支える自覚と高い志にあふれる人づくり～みんなでつくろう『教育立県あきた』～」

を掲げます。秋田の子どもたちが、将来、自立した社会人として、県の内外において、

ふるさとと関わりをもちながら、自らの志や目標に向かって明るくたくましく生き、ふ

るさと、そして社会を支えていく、そのような姿の実現を目指します。

「 『 』」 、 、私たちは みんなでつくろう 教育立県あきた を合い言葉に 市町村教育委員会

学校・家庭・地域の皆様と共に一体となって取組を進め、目指す教育の姿の実現に努め

てまいります。

秋田県教育委員会

あ



第２期あきたの教育振興に関する基本計画

目 次

・・・・・・・・・・・・・・・・・ １第Ⅰ章 計画の策定に当たって

第１ 計画策定の趣旨

第２ 計画の位置付け

第３ 計画の期間

第４ 計画策定の経過等

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３第Ⅱ章 本県教育の現状と課題

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第Ⅲ章 秋田の教育の目指す姿

第１ 第１期基本計画からの10年間を通じて目指す教育の姿

第２ 計画の目標

・・・・・・・・・ 17第Ⅳ章 施策の方向と展開（施策の全体体系）

基本方向１ 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材を育てます ･･･ 19

（１）ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実

（２）多様な進路に対応した特性や能力の伸長

（３）社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実

基本方向２ 確かな学力の定着を図り、独創性や表現力を育みます ･･･ 24

（１）一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進

（２）自分で考え、表現し伝え合う能力の育成

（３）就学前における教育・保育の充実と小学校との円滑な接続

基本方向３ グローバル社会で活躍できる人材を育てます ･･･････････ 29

（１）英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進

（２）学校における多様な国際教育の推進

基本方向４ 豊かな心と健やかな体を育みます ･････････････････････ 32

（１）規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成

（２）生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成



基本方向５ 良好で魅力ある学びの場をつくります ･････････････････ 37

（１）質の高い学習の基盤となる教育環境の整備

（２）学び直しを支援するシステムづくり

（３）教職員が子どもたちと向き合うことができる環境の整備

（４）学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備

基本方向６ 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会を

つくります ･････････････････････････････････････････ 44

（１）多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり

（２）芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存・活用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47第Ⅴ章 計画の推進に向けて

第１ 計画の周知

第２ 市町村、関係部局との連携と県民との協働等

第３ 「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」との一体的な推進

第４ 推進状況の点検・評価



- 1 -

第Ⅰ章 計画の策定に当たって

第１ 計画策定の趣旨

平成18年12月に教育基本法が改正され、国において、教育の振興に関する施策の基

本的な方針や講ずべき施策等に関する基本的な計画を定めるとともに、地方公共団体

においても、地域の実情に応じ、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定

めるよう努めることとされました これを受け 本県においても 平成23年10月 あ。 、 、 、「

きたの教育振興に関する基本計画」を定め 「問う」ことを通じた学ぶ姿勢の育成や、

参加型の学びの空間づくり、キャリア教育の視点を重視したふるさと教育による、ふ

るさとを愛し、社会を支えようとする意欲をもち、主体的にたくましく生きる力の育

成等に取り組んでまいりました。

平成25年６月には、計画期間を平成29年度までとする国の「第２期教育振興基本計

画」が策定され、社会を生き抜く力の養成、未来への飛躍を実現する人材の養成、学

びのセーフティネットの構築、絆づくりと活力あるコミュニティの形成の４つの基本

的方向性の下、各般の施策を講じていくこととされました。

、 、 、 、また 本県においても 平成26年３月 元気な秋田づくりに取り組んでいくための

平成29年度までの県政運営指針となる「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」を策定

し、教育・人づくりを重点戦略の一つとして今回位置付け、教育環境の一層の充実や

グローバル社会で活躍できる人材を育成する取組等を推進していくこととなりまし

た。

こうした中、現行の「あきたの教育振興に関する基本計画」の期間は平成26年度ま

、 、 「 」 、でとなっていることから このたび 国の 第２期教育振興基本計画 を参酌しつつ

県の「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」を踏まえ 「第２期あきたの教育振興に、

関する基本計画」を策定しました。

今後、この計画の着実な推進を通じて、学校が本来の役割を十分に果たしつつ、学

校・家庭・地域社会が連携して秋田の未来を担う子どもたちを県民総参加で育む教育

を推進してまいります。

第２ 計画の位置付け

本計画は、教育基本法第17条第２項の規定に基づいて策定する秋田県の教育振興基

本計画であるとともに 「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」を受けた教育に関す、

る個別計画です。将来を見据え、本県が目指す教育の理念や方向性を明らかにすると

ともに、その実現に向けた今後推進すべき具体的施策を示すものです。
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【教育基本法】

（教育振興基本計画）

第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な

事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しな

ければならない。

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共

団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めな

ければならない。

第３ 計画の期間

平成27（2015）年度から平成31（2019）年度までの５年間とします。

第４ 計画策定の経過等

秋田県総合政策審議会教育・人づくり部会での意見交換、インターネットによる意

見募集（パブリックコメント）等を通じて、県民の皆様から御意見をいただくととも

に、県民意識調査の結果も参考としながら策定しました。また、市町村教育委員会委

員長・教育長会議により、教育行政の推進に当たり重要な役割を担っている市町村教

育委員会と意見交換を行い、ふるさと秋田を支える人材育成の在り方や教育で育むべ

、 、 。き力 英語教育の進め方等について御意見をいただきながら 本計画を策定しました

本計画は、第Ⅱ章で、本県教育の現状と課題を分析し、第Ⅲ章では本県教育の目指

す姿とその実現のための計画目標、基本方向を明らかにしています。第Ⅳ章では、各

基本方向について、施策の柱ごとに基本方針と取組を示しています。そして、今後推

進していく教育施策の進捗状況をできる限り客観的に把握するため、計画最終年度で

ある平成31年度までの推進指標を設定しています。第Ⅴ章では、本計画を着実に推進

するための進行管理の方法を示しています。
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 第Ⅱ章 本県教育の現状と課題

 第１期基本計画において、９つの基本方向とその下に 27の施策の柱をたて、各般の取組を進めて

きましたが、本県教育の現状と課題、推進指標の状況等は次のようになっています。 

（１）人口の状況

本県は、人口の減少とともに少子高齢化が進んでいます。平成 26 年の人口は、昭和 55 年か

らの 34 年間で約 22万人減少しています。人口構成では、０～14歳人口が 57.6％減少し、構成

割合が半減する一方で、65 歳以上人口は 155.9％増加し、構成割合は３倍となっています。一

人一人がふるさとを支える気持ちをもってその能力を伸ばし、それぞれの場面で力を発揮して

いくことが求められています。ふるさとを支える自覚と高い志をもち、その課題解決に取り組

もうとする子どもたちを育てていく必要があります。 

（２）就学前児童の状況

    就学前の３歳以上児のうち３割強が幼稚園、６割が認可保育所に在籍しています。在宅児童

数は３％に満たず、就学直前の５歳児ではその割合は 0.8％となり、ほとんどの子どもがいずれ

かの施設を利用して教育や保育を受けています。 

小学校就学前段階は、生涯にわたる人格形成や生活習慣等の基礎を培うものであり、また、

小学校との円滑な接続の観点からも、子どもの居場所がどこにあっても質の高い教育・保育が

確保されることが必要です。さらに、仕事と育児・家庭の両立を支援する上で、延長保育や病

児・病後児保育などの多様な保育サービスが提供される必要があります。   

第１期基本計画の推進指標の状況：  

「認定こども園の施設数」H22 21 か所→H26 37 か所 

（単位：か所、人、％）

幼稚園
認　可
保育所

へき地
保育所

児童館
事業所内
保育施設

認 可 外
保育施設

在宅
児童

計
認　　定
こども園

施設数
（H26.4.1）

88 252 19 4 21 33 － 417 37

7,156 12,905 429 81 64 281 583 21,499 －

(33.3) (60.0) (2.0) (0.4) (0.3) (1.3) (2.7) (100.0) －

　児童数
（H26.4.1、

幼はH26.5.1）

３歳以上児の施設利用状況 

（出典）厚生労働省「保育所関係の基礎資料」「福祉行政報告例 54 表」 
文部科学省「学校基本調査」 

（注）１ 認定こども園は、幼稚園・認可保育所の内数。利用児童数は、利用実態に応じて幼稚園又は認可保育所に計上。 
  ２ へき地保育所は休止の８か所を除く。 

基本方向２（３）

第Ⅲ章 秋田の教育の目指す姿 

（出典）H26 は県・調査統計課「秋田県の人口」、その他は総務省「国勢調査」 
（注）計には年齢不詳を含む。 

（単位：人、％）

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H26

263,277 250,402 219,637 188,844 163,095 142,507 124,061 111,631

(20.9) (20.0) (17.9) (15.6) (13.7) (12.4) (11.4) (10.8)

861,312 845,473 815,840 786,983 746,252 694,288 639,633 585,373

(68.5) (67.4) (66.5) (64.8) (62.7) (60.6) (59.0) (56.5)

132,075 158,086 191,573 237,682 279,764 308,193 320,450 338,004

(10.5) (12.6) (15.6) (19.6) (23.5) (26.9) (29.6) (32.6)

1,256,745 1,254,032 1,227,478 1,213,667 1,189,279 1,145,501 1,085,997 1,036,861

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

65歳以上

計

０～14歳

15～64歳
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（３）児童生徒数、学校数の状況 

児童生徒数は、少子化により減少しており、平成 26 年度は、昭和 55 年度からの 34 年間で５

割以上減少しています。また、学校数は 2/3 程度に減少しています。学校の統廃合が進められ

てきましたが、学校は小規模化してきており、１校当たり児童生徒数は、昭和 55 年度に比べ、

小学校で 72.0％、中学校で 63.6％、高校で 77.5％となっています。地域住民の理解を得ながら、

学校規模の適正化等を図っていく必要があります。 

（４）学力の状況 

小・中学生の全国学力・学習状況調査の結 

果は、平成 26年度まで７回連続して全国トッ 

プレベルを維持しています。全国的に学力の 

底上げが図られ、全国との平均正答率の差は 

小さくなってきているものの、全ての教科に 

おいて４ポイント以上上回るなど良好な結果 

であるといえます。また、標準偏差が小さく、 

児童生徒間の得点のばらつきが少ないです。 

県学習状況調査では、中学校理数教科の通過 

割合が他教科に比べ低い傾向にあります。更 

なる学力の向上を図る上で、思考力・判断力・ 

表現力等を一層高めることが課題であるほか、理数教科についてのより丁寧な取組が必要です。 

高校生については、国公立大学の進学希望達成率は、ここ数年、低下傾向にありましたが、

平成 26 年度入試では、51.7%と前年度より増加しました。一方、難関大学への進学者数は、平

成 21年度入試から 140 人台に増加しているほか、本県の課題である医師確保につながる医学部

医学科進学者数は、平成 26年度入試で過去最多となりました。引き続き進学者全体のレベルア

ップを図っていく必要があります。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「県学習状況調査で設定通過率を超えた設問数の割合」H21 74.4％→H26 74.3％ 

「小学校における専門性や得意分野を生かした学習指導実施校の割合（教科担任制・兼任発令等）」 

H22 37％→H25 65％ 

「地域医療体験学習参加者数（公立高校）」H22 56 人→H25 81 人 

「高大連携授業参加者数」H22 600 人→H25 894 人 

（出典）文部科学省「学校基本調査」 

平成 26 年度全国学力・学習状況調査の平均正答率 

（注）（ ）書きは全国との差でポイント 

平成 26年度県学習状況調査における教科別の通過割合 
（中１・２） 

（注）通過割合：正答率が設定正答率以上の問題数の割合 

基本方向５（１）

基本方向２（１）（２） 

（単位：％）

教　科

　国語Ａ 77.4 (+4.5) 84.4 (+5.0)

　国語Ｂ 67.3 (+11.8) 55.8 (+4.8)

　算数・数学Ａ 85.1 (+7.0) 73.0 (+5.6)

　算数・数学Ｂ 66.2 (+8.0) 65.5 (+5.7)

小学校６年生 中学校３年生

（単位：人、校）

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H26

小学生 106,915 105,333 93,725 80,020 66,988 60,034 51,886 46,417

中学生 51,054 52,562 51,473 45,286 38,556 32,473 28,912 25,990

高校生 54,976 50,387 50,683 48,455 42,891 34,826 30,696 27,508

小学校 370 350 344 335 324 293 252 223

中学校 151 147 144 139 135 133 130 121

高　校 99 87 76 74 74 72 70 64

小学校 289 301 272 239 207 205 206 208

中学校 338 358 357 326 286 244 222 215

高　校 555 579 667 655 580 484 439 430

児童生徒数

学　校　数

１校当たり

児童生徒数

（単位：％）

国語 社会 数学 理科 英語

75.0 70.0 55.0 65.0 72.5
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（出典）文部科学省「英語教育実施状況調査」 

（５）英語教育等の状況 

 平成 20 年度の学習指導要領の改訂により、平成 23 年度から小学校５、６年生に外国語活動

が導入され、平成 24年度から中学校の英語授業時数が週３コマから４コマに増加しました。ま

た、平成 25年度からは、高等学校での英語の授業を基本的に英語で行うことになりました。さ

らに、文部科学省は、平成 25年 12 月に、小学校英語の教科化や開始時期の早期化、中学校に

おいては授業を英語で行うことを基本とすることなどを盛り込んだ「グローバル化に対応した

英語教育改革実施計画」を公表するなど、国においては、グローバル化への対応を図るため、

更なる英語教育の強化が検討されています。 

 本県児童生徒の英語力は、県の事業による効果もあり、英検３級以上の英語力を有すると思

われる中学校３年生及び準２級以上を有すると思われる高校３年生の割合が年々増加しており、

全国を上回っています。今後も、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能をバランスよく育成

し、世界に通用する英語コミュニケーション能力の習得を図っていく必要があります。 

 一方、世界的規模で進むグローバル化に関しては、本県もその例外ではなく、平成 26年の在留

外国人数は 3,588 人で、一つの町に相当する人数となっています。経済面でも、ジェトロ秋田貿

易情報センターが平成 26 年 11 月にまとめた貿易を志向する企業を掲載した企業録「秋田トレー

ドダイレクトリー2014 Akita Trade Directory」への掲載企業数は 101 社にのぼるほか、同セン

ターが、平成 26年度に海外ビジネスに関係する県内企業に対して行った「秋田県企業の海外事業

展開に関するアンケート調査」（調査対象企業数 625 社、有効回答数 55 社）によると、今後（３

か年程度）の事業展開方針として、海外展開の意欲を示した企業の割合は（回答企業 53 社のうち）

45.3％で、特に製造業では 50.0％となっています。グローバル化の潮流の中でたくましく生き抜

く力を育成するため、製造業に従事するものづくり人材も含め、英語力はもとより、異文化理解

や国際感覚の醸成を図っていく必要があります。 

（単位：％、人）

H21 H22 H23 H24 H25 H26

　国公立大学希望達成率 55.3 52.8 52.8 50.8 49.1 51.7

　難関大学進学者数 147 146 140 154 143 128

医学部医学科進学者数

　（過年度卒業者を含む。）
61 48 55 62 58 67

高校生の大学進学の状況（公私立、全日制） 

（出典）県・高校教育課調べ 

（注）１ 年度は入試年度。 

２ 国公立大学希望達成率は、「進学者数/３学年 11 月時点での進学希望者数」により算出。 

３ 難関大学進学者数は、北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、一橋大学 

への進学者数。 

英検準２級以上の英語力を有すると思われる 
高校３年生の割合 

英検３級以上の英語力を有すると思われる 

中学校３年生の割合 

（％） （％） 

全国 秋田県 
全国 

秋田県 

基本方向３（１）

基本方向３（２）
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第１期基本計画の推進指標の状況： 

「小学校外国語活動のリーダー的教員（小学校外国語活動教員研修等を受講済の教員）が在籍する小学校の割合」

H22 40％→H25 58％

「海外への修学旅行を実施する高校数」H22 12 校→H26 4 校（注）H26 は国際情勢の影響等により実施校数が減少している。 

（６）特別な支援を必要とする児童生徒の状況 

   近年、特別支援学校若しくは特別支援学級に 

在籍又は通級指導教室を利用する児童生徒数が 

増加の傾向にあります。また、高等学校に在籍 

する生徒で、学習上、行動上著しい困難を示す 

生徒もいます。校内支援体制の機能強化や関係 

機関との連携の充実を図っていく必要がありま 

す。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「特別支援学校と小・中・高等学校との交流及び共同学習実施回数」H22 290 回→H25 321 回

（７）不登校・いじめ・暴力行為の状況 

 本県の不登校児童生徒数は、小・中学校が平成 24 年度に全国のこれまでの最低水準に並ぶな

ど、低い水準にありますが、学年が上がるにつれて増加する傾向があります。いじめの認知件 

数は、平成 24年度の文部科学省の緊急調査を

契機に大幅に増加しました。暴力行為の件数

については、全国を下回っています。今後と

も高い危機意識をもって、実態把握や未然防

止等の取組を充実していくとともに、規範意

識の向上と好ましい人間関係構築のための取 

組を一層進めていく必要があります。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「不登校児童生徒数（国公私立、小・中学校：千人当たり）」H22 9.2 人→H25 8.8 人 

「スペース・イオ入所者の高校進学率」H22 93.6％→H25 97.4％ 

「学び直しを教育課程上に位置付けている学校数（公立高校）」H22 5 校→H26 8 校 

（８）体験活動の状況 

   子どもたちはかつて、友達と自然の中で遊び、地域社会の中で生活していく過程で、様々な

自然体験・社会体験を日常的に積み重ねて成長する機会に恵まれていましたが、少子化、地域

とのつながりの希薄化、ゲーム機やインターネット機器の普及といった社会の変化等により、

そうした機会の減少が指摘されています。 

一方、児童生徒に体験活動の機会を提供する少年自然の家等における学校等の宿泊体験活動

千人当たりのいじめの認知件数 千人当たりの暴力行為の件数
（国公私立：小・中・高・特別支援） （国公私立：小・中・高）

（単位：件） （単位：件）
H21 H22 H23 H24 H25 H21 H22 H23 H24 H25
4.7 4.3 3.6 12.2 10.6 0.7 1.1 1.1 1.0 1.2
5.1 5.5 5.0 14.3 13.4 4.3 4.3 4.0 4.1 4.3全　国

秋田県
全　国

秋田県

特別支援学校在籍者数等の推移 特別支援学校在籍者数 

特別支援学級在籍者数 

通級指導対象者数 

（出典）特別支援学校、学級在籍者数：文部科学省「学校基本調査」 

    通級指導対象者数：県・特別支援教育課調べ 

（出典）文部科学省 
「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

（人）

（出典）文部科学省 
「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

基本方向２（１）

基本方向４（１）、５（２） 

千人当たりの不登校の人数（国公私立）

（単位：人）
H21 H22 H23 H24 H25

秋田県 8.5 9.2 8.5 7.7 8.8
全　国 11.5 11.3 11.2 10.9 11.7
秋田県 13.6 13.4 13.1 11.6 13.1
全　国 15.5 16.6 16.8 17.2 16.7

小・中学校

高　校



- 7 - 

の実施回数は、一時減少していましたが、近年は回復傾向が見られます。 

平成 25 年度に県教育委員会が行った事業の調査結果では、３泊以上の長期宿泊体験活動に参

加した子どもたちは、生きる力が向上する効果が認められました。子どもたちの体験活動、と

りわけ長期宿泊体験活動の機会の充実が必要です。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「少年自然の家等における長期宿泊（３泊以上）を伴う主催事業数」H22 2 事業→H25 9 事業

（９）体力の状況 

   「平成 26 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省）」における新体力テスト

の体力合計点は、これまで小・中学校全てで全国平均を大きく上回っていますが、前年度に比

べ、小学校５年生男子を除き減少しています。また、運動習慣等調査では、学校の授業を除く

１週間の総運動時間が 60分未満の児童生徒は、小学校５年生が男子 4.9％、女子 13.2％、中学

校２年生が男子 6.2％、女子 22.6％で、中学校２年女子は全国を 0.8 ポイント上回りました。

全国と同様に本県においても、運動する子どもとそうでない子どもの二極化傾向が認められま

す。また、全国規模の大会での入賞数が減少傾向にあり、競技力の低下が懸念されます。体力

の向上とスポーツに親しむ態度の育成や運動部選手が一層活躍できるよう支援することが必要

です。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「全国平均より優れている新体力テスト検査項目数の割合（小・中・高校生）」H22 75.5％→H26 56.4％

「全国大会（中学校・高校）における入賞数（ベスト８以上）」H22 76 種目→H25 63 種目

少年自然の家等における学校等の宿泊体験活動の実施回数 
３泊以上の長期宿泊体験活動による生きる力の変容 

（回）
（点）

+13.8 

+10.9（効果が持続） 

（出典）県・生涯学習課調べ （出典）県・生涯学習課 H25「わんぱく・３ぱく・体験活動プ
ロジェクト事業」による参加児童生徒へのアンケート調査結
果。28 項目の質問への回答を得点化して測定。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体力合計点 
全国大会（中学校・高校）における入賞数（ベスト８以上） （種目）

（出典）県・保健体育課調べ 

基本方向４（１）

基本方向４（２）

（出典）文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

男子 女子 男子 女子

H26 56.27 58.24 44.15 50.04

H25 56.26 58.52 45.08 50.73

H26 53.91 55.01 41.74 48.66

H25 53.87 54.70 41.78 48.42

小学校５年生 中学校２年生

秋田県

全   国
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（10）生活習慣の状況 

   近年、児童生徒の生活の夜型化、朝食の欠食など生活習慣や食習慣の乱れが懸念されていま

す。本県の児童生徒は、全国に比べると起床・就寝時刻とも早く、起床時刻は６時 10 分から 20

分頃の間ですが、就寝時刻は学年が進むにつれて遅くなっています。 

また、朝食を毎日食べる児童生徒の割合も 

学年が進むにつれて低下しています。このほ 

か、感染症やアレルギー疾患など現代的健康 

課題も認められます。小さい頃から規則正し 

い起床・睡眠リズムや正しい食習慣を身に付 

けさせるとともに、生活習慣の大切さを理解 

させることを通じて、正しい生活習慣を維持できるよう導いていくことなどが必要です。 

（11）高等学校卒業者の進路状況 

高等学校卒業者数は、近年10,000人程度で推移していますが、そのうちの４割強が大学等に、

２割弱が専門学校に進学し、就職率は約３割となっています。平成 26年３月卒業生の就職者数

2,732 人の産業別就職先は、最も多いのが製造業の 683 人（25.0％）で、次いで建設業の 340

人（12.4％）、卸売業・小売業の 297 人（10.9％）となっています。進学等をする生徒が少な

くないことから、進路指導では、より長い視点に立って、進学先を卒業した後の進路も見据え

ながら指導に当たっていく必要があり、普通高校においてもキャリア教育を充実していく必要

があります。職業教育においては、地元企業などの教育力を活用しながら、ものづくり教育を

推進していく必要があります。また、産業構造の変化や社会のニーズに対応できるよう、施設・

設備の充実を進めていく必要があります。 

一方、特別支援学校高等部卒業生の就職者の割合は、平成 22 年３月卒業生の 23.1％から平成

26 年３月卒業生では 38.1％と大幅に増加し、就職者数は 75人、就職決定率 100％で過去最多と

なりました。今後とも産業界のニーズに応じた職業教育や進路指導、事業所の理解促進、就職

先の開拓を進めていくことが必要です。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「就職決定者の県内就職率（高等学校卒業就職者のうち）」H22 62.3％→H25 61.1％ 

児童生徒の起床時刻（H25） 児童生徒の就寝時刻（H25） 

小学校５、６年生

中学生
高校生

小学校５、６年生

中学生

高校生

（出典）県・保健体育課「児童生徒のライフスタイル調査」 

朝食を毎日食べる児童生徒の割合（H25） 

（出典）県・保健体育課「児童生徒のライフスタイル調査」 

（注）（ ）は H24 全国平均：（出典）公益財団法人日本学校保健会 

「平成 24 年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書」 

全国

秋田県

全国

秋田県

基本方向４（２）

基本方向１（１）（２）（３）

（単位：％）

小学生（5・6年） 中学生 高校生

男子 90.9(91.9) 88.9(82.9) 80.5(83.1)

女子 93.2(93.7) 87.6(84.0) 83.4(88.1)
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（12）学校生活から社会への接続の状況 

学校での生活や学びに対する目的意識の 

希薄さ、卒業後の無業者や早期離職者の問 

題等が全国的にも指摘されています。本県 

においては、高等学校卒業者の３年後離職 

率が、平成 20年３月卒業生及び平成 21年 

３月卒業生では低下しましたが、平成 22 年 

３月卒業生から増加しています。また、依 

然として全国平均を上回っています。就職 

ミスマッチ改善に向けた取組、生徒の社会 

的・職業的自立に向けて必要な基盤となる 

能力や態度の習得、勤労観や職業観等の価 

値観の確立に向け取り組んでいくことが必 

要です。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「ふるさと教育の全体計画等にキャリア教育の視点を加えている小・中学校の割合」 

H23 小 42％、中 42％→H26 91％、93％ 

「中学校における３日間以上の職場体験活動の実施学校数」H22 46 校→H25 55 校

「公立高校２年生のインターンシップ参加率」H22 53％→H25 58％

「農業に関する体験学習実施校数（公立高校）」H22 22 校→H25 23 校

（13）教員の状況 

   正規教員の８割以上が 40 歳以上であり、20 代、30 代の教員が少なく、年齢構成が片寄って

います。少子化を踏まえ、退職者の補充抑制を図りながらも、退職者数の増加に合わせ採用者

数を増やしてきたほか、受験年齢制限の見直しを行っています。平成９年度実施試験から若手

教員の確保を目的に、受験年齢制限を 39 歳から 35 歳に引き下げた後、受験者数の確保等を図

るため、平成 24 年度実施試験で 39 歳にもどし、さらに平成 26 年度実施試験からは 45 歳に引

き上げ、幅広い年代からの優秀な人材の確保に努めています。今後とも年齢バランスの改善を

図りながら、教育現場の活性化につながる採用を行っていくとともに、教員の指導力が維持・

向上されるよう研修等を工夫しながら進めていくことが必要です。 

新規高等学校卒業者の３年後離職率 （％）

（出典）H26.11 秋田労働局職業安定部調べ 

新規高等学校卒業者の３年後離職率（秋田県） 

（出典）文部科学省「学校基本調査」

高等学校卒業者数、進学率、就職率（全日制・定時制） 

（％）

（人）
H26.3 高等学校卒業者の産業別就職者数 

建設業 

製造業 

卸売業・小売業 

宿泊業・飲食サービス業 

運輸業、郵便業 

医療・福祉 

公務（他に分類さ
れるものを除く） 

その他 

大学等進学率

専修学校（専門課程）進学率

就職率 

基本方向１（１）（２）

基本方向５（１）（３）

（単位：％）

H19.3卒 H20.3卒 H21.3卒 H22.3卒 H23.3卒

41.3 38.5 36.8 45.7 42.4

（26位） （26位） （27位） （37位） （31位）

（注）順位は、離職率が低い方からの都道府県順位 

製造業 



- 10 - 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「『ミドルリーダー養成研修』受講者数（累計）」H22 － →H26 96 人 

「研修講座における受講者の満足度（４段階評価）」H22 3.7 段階→H26 3.9 段階 

「教育専門監の認定者数」H22 45 人→H26 60 人 

「児童生徒のＩＣＴ活用を指導することが「できる」、「ややできる」とする教員の割合（小・中学校） 

H22 小 64.2％、中 65.2％→H25 68.3％、66.1％ 

（14）学校安全の状況 

県立学校における学校施設の耐震化については、統合や改築を計画している学校を除き 100％

を達成しています。また、市町村立学校等についても、国が目標にしている平成 27年度までに

施設の耐震化を完了するよう働きかけています。建物本体の耐震化に比べ、体育館の天井や照

明器具などの非構造部材の耐震化が遅れていることから、非構造部材について、落下防止等の

耐震対策を進める必要があるほか、学校施設は災害時の避難所として使用されることから、防

災機能の強化・充実を図る必要があります。 

   また、東日本大震災の教訓を踏まえ、学校においては避難訓練の回数を増やすとともに、休

み時間等授業時間以外の時間帯での訓練を行うようになっています。基礎的な訓練を確実に行

うことはもちろん重要ですが、予告なしの訓練、地域や保護者との合同訓練、警察・消防・救

急への通報訓練など、より実践的な内容としていく工夫も必要です。自分の命は自分で守るこ

とができる児童生徒等の育成を図るため、様々な災害や時間帯を想定した避難訓練の実施と事

前・事後指導の工夫により、自ら考えて行動し、その行動に対して指導を行うというような訓

練を繰り返し実施していく必要があります。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「県立学校の耐震化率（統合・改築等計画校を除く）（高等学校、特別支援学校）」H22 高 77.8％、特 95.0％ 

→H24 100.0％、100.0％ 

「各学校における防災避難訓練平均実施回数（小・中・高・特別支援学校）」H22 2.0 回→H25 2.7 回

（出典）県・教育庁総務課、教職員給与課、高校教育課調べ 

（注）平成 16 年度から学校事務職員の採用を廃止。採用者数には学校 

栄養士等を含む。 

（出典）県・教育庁総務課調べ 

教員の年齢構成（H26.4.1 現在） 

※養護教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員、再任用 
の者を除く。年齢は H27.3.31 現在年齢 

教職員の採用・退職状況 

採用 

退職 
（教諭等） 

退職 
（事務等） 

（人）

防災避難訓練の平均実施回数 
（回） 

特別支援学校 

小学校 

中学校 

高校 

防災避難訓練の実施時間帯 

（出典）県・保健体育課「学校安全調査」 

基本方向５（１）

基本方向５（４）
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（15）地域との連携の状況 

 学校支援地域本部又は放課後子ども 

教室の中学校区での実施率は、平成 25 

年度に 90.6％に達しました。また、 

ＰＴＡや地域住民による学校活動への 

参加は、小学校でほぼ 100％、中学校 

では約 95％、地域人材の外部講師とし 

ての活用は、小学校で８割強、中学校 

で７割弱です。学校教育・家庭教育を 

支え、地域ぐるみで子どもを育む仕組 

みが全県域に拡がってきていますが、 

地域により差が認められるため、個別 

の実情に合わせて連携を促進していく 

ことが必要なほか、取組を継続してい 

く上ではコーディネーター等の継続的 

な育成が必要です。 

加えて、地域の元気づくりに資する 

ため、今後は学校も地域に貢献するな 

ど各地域の実情に合わせた双方向の取 

組が必要です。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「中学校区における学校支援地域本部または放課後子ども教室の実施率」H22 79.2％→H25 90.6％ 

「『みんなの登校日』の趣旨を生かした取組を実施する学校の割合（小・中学校）」H22 小 87.2％、中 81.5％ 

→H26 96.4％、95.9％ 

「専門性を生かしたボランティア、イベント等参加生徒数(専門高校等生徒延べ数)」H22 900 人→H25 1,166 人 

（16）家庭教育の状況 

 核家族化や地域とのつながりの希薄化など家庭を取り巻く環境が変化する中、家庭の教育力

の低下を感じる保護者は６割を超えています。その理由として（複数回答）、共働きの増加や長

時間勤務など親の仕事の多忙化（36.2％）、テレビ・ゲーム・インターネットなどの影響（35.5％）、

過保護、甘やかせすぎや過干渉な親の増加（33.5％）などをあげています。親の仕事の多忙化

は、６年前の調査の 14.3％から大幅に増えて

います。 

 また、子どもを取り巻く環境が良くないと 

感じるものとして（複数回答）、物騒になり、 

子どもの安全が脅かされている（66.7％）、 

インターネットによる有害情報やネット犯 

罪の危機にさらされている（51.3％）などを 

あげています。 

平成 26 年の携帯電話、スマートフォン又 

は通信機能付き端末の所持率(*1)は、小学生 

80.4％、中学生 76.0％で、高校生（全日制）の携帯電話又はスマートフォンの所持率(*2)は、 

家庭の教育力が低下していると思うか 

（％）

（出典）県・生涯学習課「家庭教育に関する調査」 

低下していると思う 66.4% 

前年度までに、地域の人材を外部講師として招聘した授業を
行いましたか 

ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動（学校の美化など）にボラ
ンティアとして参加してくれますか 

（％）

（出典）文部科学省「H26 全国学力・学習状況調査」 
基本方向５（４）

小学校 
６年 

中学校 
３年 

小学校 
６年 

中学校 
３年 

（％）



- 12 - 

98.3％です。 

多忙な親をサポートし、情報化等の今日的課題に対応した支援を行っていくことが必要です。 

*1 県・義務教育課「携帯電話、スマートフォン、インターネット利用実態調査」 

*2 県・高校教育課調べ 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「『我が社は家庭教育応援団』登録企業数」H22 63 社→H25 1,234 社（注）H24 から「子どもの国づくり推進協定」と 

事業統合し、その内数として把握

「有害情報対策にかかる講座・研修会の実施市町村数」H22 15 市町村→H26 25 市町村 

（17）生涯学習の状況 

   県生涯学習講座「美の国アクティブカレッ 

ジ(*1)」や、県職員が県の取組等を紹介する「あ 

きた県庁出前講座」等により多様な学習機会 

を提供するほか、生涯学習支援システム「ま 

なびサポート秋田」により、他団体も含めた 

講座情報を提供するなどして、変化の激しい 

社会において、多様な課題について、県民が 

「いつでも・どこでも・だれでも」学ぶこと 

のできる環境を整えています。 

また、学習の成果を行動に結び付け、社会 

に還元している状況を平成 24年度からホーム 

ページで紹介するなどして、“学んだことを行 

動に結び付け社会に生かそう”という気運の醸 

成を図っています。コミュニティ機能の低下 

が指摘される中、こうした個人の行動が新た 

な学習に結び付き、更には周囲を巻き込み、 

知と行動が循環する中で、人と人との結び付 

きを生み出し、地域社会の活性化につなげて 

いく必要があります。 

*1 平成 27年度より名称を「あきたスマートカレッジ」に変更。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「県民に紹介する行動人
こうどうびと

の人数（累計）」 

H22 － →H25 32,190 人 

「住民の課題解決を支援するための取組を実施する公立図書館・公民館図書室の割合」H22 3％→H26 67％ 

「郷土理解や人（行動人）づくりの取組を実施する公民館の割合」H22 24.7％→H25 99.4％ 

（単位：件）

講師指導者情報 664

ボランティア情報 158

団体・グループ情報 3,267

ボランティアグループ情報 34

講座・講演会・教室情報、催し物情報 2,642

「美の国アクティブカレッジ」
「あきた県庁出前講座」の受講者数 

「まなびサポート秋田」による講座情報の提供（H25）

（人）

（出典）県・生涯学習課調べ 

分野別「行動人＊」の人数（H26.3.31 現在）（人）

（出典）県・生涯学習課調べ 

あきた県庁出前講座 

美の国アクティブカレッジ 

＊「行動人」とは、学んだことを行動に結び付け社
会に貢献している人（読み聞かせボランティア、史
跡ガイド、地域の伝統文化の継承者等） 

基本方向５（４）

基本方向６（１）

（出典）県・生涯学習課調べ 
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（18）社会教育施設の状況 

   平成 25 年９月に移転・新築してオープン 

した県立美術館や、近代美術館を核にして、 

県民が芸術に親しむ様々な機会を設けていま 

す。県立美術館のオープン初年度の入館者数 

は、96,890 人にのぼりました。博物館や農業 

科学館においては、地域文化資源を活用した 

各種の企画展等を開催し、県民の郷土の文化 

資源に対する理解を深めています。魅力ある 

展示に努めた結果、博物館の平成 25 年度入館者数は、この５年間では唯一の 10 万人超えを達

成しました。県立図書館では、文献や資料検索の手助けを行うレファレンスサービス(*1)や、

平成 24 年度からは電子書籍の貸出、博物館等とともに収蔵資料のデジタルアーカイブ化(*2)と

インターネットによる公開を開始し、新たなサービスの提供に取り組んでいます。また、これ

らの施設では、学校のセカンドスクール的利用を進め、授業を豊かなものとする支援を行って

います。今後とも、社会教育施設が有する資源の利用促進を図る様々な取組を進めていく必要

があります。 

*1 レファレンスサービス：図書館職員が、利用者の求める情報や情報源を入手できるようにするサービス。 

*2 デジタルアーカイブ化：音声、画像、動画等を加工し、パソコン等を使って検索、閲覧できるようにすること。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「博物館・美術館等を拠点とする、市町村・各種団体と連携して行う事業の件数」H22 72 件 →H25 102 件 

「新県立美術館の入場者数（本オープン後）」H22 － →H25 96,890 人 

「県文化施設のセカンドスクール的利用校数」H22 488 校 →H25 461 校 

「博物館教室・美術館教室等の数」H22 49 教室 →H25 55 教室 

（19）文化財保護の状況 

   本県には、美しい自然と四季の変化が織りなす風土の中で醸成され、守り育まれてきた伝統

的な文化が多数あります。なかでも、国の「重要無形民俗文化財」は、全国最多の 17 件が指定

されています。 

また、地球規模での環境問題が生じる中、狩猟等を基盤にしながらも自然と共生し、長期に

わたる定住を実現した、人類にとって普遍的価値を有する縄文時代の遺跡が残されています。 

県民の貴重な財産の保存・継承と積極的な活用を通して、地域への愛着や誇りを醸成し、豊

かで潤いのある地域づくりにつなげていくことが必要です。 

第１期基本計画の推進指標の状況： 

「国・県指定等の文化財件数（累計）」H22 703 件 →H25 729 件 

「県主催の文化遺産活用事業等への参加人数（年間）」H22 2,934 人→H25 11,024 人 

国・県指定文化財等件数 （件）

（出典）県・生涯学習課文化財保護室調べ 

729

676
722

主な社会教育施設の入館者・利用者数

（出典）県・生涯学習課調べ 

（注）美術館（旧）は H25.9.1 まで、美術館は H25.9.28 からの人数 

基本方向６（１）（２）

基本方向６（２）

国指定 県指定

有形文化財 38 270

民俗文化財 23 58

記念物 46 82
重要伝統的建造物群

保存地区
2 －

記録選択文化財 25 12

登録文化財等 173 -

　　　　計 307 422

（単位：人）

H21 H22 H23 H24 H25

 美術館（旧） 61,273 63,057 54,471 52,738 24,874

 美術館 － － － － 96,890

 近代美術館 81,939 82,522 143,761 85,060 102,677

 博物館 89,580 85,852 86,323 83,755 103,393

 農業科学館 112,353 107,752 91,170 97,953 88,372

 図書館 479,369 445,831 453,806 454,820 450,106

703 720
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第Ⅲ章 秋田の教育の目指す姿

第１ 第１期基本計画からの10年間を通じて目指す教育の姿

ふるさとを愛し、社会を支える自覚と
高い志にあふれる人づくり

～みんなでつくろう「教育立県あきた」～

第１期基本計画（平成23年10月策定）においては 「ふるさとを愛し、社会を支え、

る自覚と高い志にあふれる人づくり～みんなでつくろう『教育立県あきた』～」を、

概ね今後10年間を通じて目指す教育の姿として掲げ、これまで本県が進めてきた「ふ

るさと教育」を基本に家族や郷土に愛着をもち、全国トップレベルの学力を生かして

職業的自立を果たし、積極的に社会貢献する人材、志高く未来を切り開く人づくりを

目指してまいりました。

その結果 「第Ⅱ章 本県教育の現状と課題」において示したように、児童生徒の、

良好な学力の状況の維持、ふるさと教育やキャリア教育の各校での推進、不登校・い

じめ・暴力行為の発生率が全国平均に比べて低いことなど、一定の成果が現れてきて

います。しかしながら、学習面では、知識を活用する力の育成や理数教科の学力向上

等に関し更なる改善の余地があるほか、ふるさと教育やキャリア教育に関しては、ふ

るさとを支えようとする意識の一層の育成や高校卒業後の早期離職の改善、県内就職

の促進等に取り組んでいく必要があります。また、全国的にいじめや不登校、生命を

、 、「 」軽視するような行動等が社会的な問題となる中 道徳の時間が 特別の教科 道徳

（仮称）として位置付けられるなど、思いやりの心や開かれた心、自立心等の育成に

引き続き取り組んでいくことが一層強く求められています。このほか、体力の低下や

体験活動の減少等といった課題も残されており、これらの課題の解決にも取り組んで

いく必要があります。

一方、国においては、人口減少、グローバル化の進展や知識基盤社会への移行等を

踏まえ、これからの新しい時代を生きていく上で必要となる「高い志や意欲を持つ自

、 、 」立した人間として 他者と協働しながら価値の創造に挑み 未来を切り開いていく力

の育成を目指して、学習・指導方法の改革（課題の発見と解決に向けて主体的・協働

的に学ぶ学習、いわゆる「アクティブ・ラーニング」の充実）や、英語教育の早期化・

充実等を内容とする英語教育改革、社会の責任ある形成者として自立して生きる力の

育成に向けた教育の在り方等が検討されています。

こうしたことから、第２期基本計画においては、引き続き第１期基本計画において

掲げた目指す教育の姿の実現に向けて、世界に通用する英語コミュニケーション能力

の育成と世界をも視野に入れた高い志の育成、自分の居場所がどこにあってもふるさ

とと関わりをもち、ふるさとを支えていこうとする意識の育成といった視点にも留意

しながら、取組を進めてまいります。

、 、 「 」 。元気なふるさと秋田を実現する原動力は 人づくり すなわち 教育 にあります

学校・教育関係者はもちろん全ての県民の皆様と「教育立県あきた」の実現に向け

共に取り組んでまいります。
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第２ 計画の目標

本県教育が目指す姿の実現に向け、次の３つを本計画の目標とし、それらの実現の

、 、 、 。ため ６つの基本方向 16の施策の柱を据え 具体的な施策に取り組んでまいります

目標１

全国トップレベルの学力と

高い志を育てる教育の充実

３目標２ 目標

心を育み自立を支える 地域と共に取り組む

教育の推進 多様な教育活動の展開

【重点的な取組】

これまで本県が進めてきた を最重点の教育課題と“ 問い」を発する子ども”の育成「

して位置付けるほか、３つの重点事項を定め、取組を進めてまいります。

“ 問い」を発する子ども”の育成「

●思考力・判断力・表現力等を伸ばすため、公の場で自分の考えを積極的に発言す

ることができる子どもの育成を図ります。

ふるさと教育を基盤 英語コミュニケー 学びを生かした「元

としたキャリア教育 ション能力の育成 気な秋田」づくり

の充実

●ふるさとを学びの場とす ●高校卒業時までに全て ●学習の成果を行動に結び

、る多様な体験活動を充実 の子どもたちが、自分 付け、社会に貢献し

地域づくりの一員としさせ、社会的・職業的自 の考えやふるさと秋田

ての役割を果たしてい立に必要な能力や態度、 の魅力などについて、

くことができる人材のふるさとを愛する心、社 英 語 で コ ミ ュ ニ ケ ー

育成を図ります。会を支える自覚と高い志 ションができる力の育

の育成を図ります。 成を図ります。
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基本方向１ 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材を育てます

施策の柱

（１）ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実

（２）多様な進路に対応した特性や能力の伸長

（３）社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実

基本方向２ 確かな学力の定着を図り、独創性や表現力を育みます

施策の柱

（１）一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進

（２）自分で考え、表現し伝え合う能力の育成

（３）就学前における教育・保育の充実と小学校との円滑な接続

基本方向３ グローバル社会で活躍できる人材を育てます

施策の柱

（１）英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進

（２）学校における多様な国際教育の推進

基本方向４ 豊かな心と健やかな体を育みます

施策の柱

（１）規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成

（２）生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成

基本方向５ 良好で魅力ある学びの場をつくります

施策の柱

（１）質の高い学習の基盤となる教育環境の整備

（２）学び直しを支援するシステムづくり

（３）教職員が子どもたちと向き合うことができる環境の整備

（４）学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備

基本方向６ 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ

機会をつくります

施策の柱

（１）多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり

（２）芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存・活用
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 第Ⅳ章 施策の方向と展開（施策の全体体系） 

目標１ 

全国トップ

レベルの学

力と高い志

を育てる教

育の充実１

目標２ 

心を育み自

立を支える

教育の推進

目標３ 

地域と共に

取り組む多

様な教育活

動の展開１

基本方向１ 

自らの未来
を切り開き
社会に貢献
する人材を
育てます 

戦略の目標 

高い志をもち、ふるさとを支えるとともに、グローバル社会で活躍で
きる人材の育成 
ォふるさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれた、確かな学

力・豊かな心・健やかな体を備えた人材の育成 
ォ英語力はもとより国際感覚や世界的視野を身に付けたグローバル社

会で活躍できる人材や、県内産業と地域に貢献する人材の育成 
ォ地域における「地（知）の拠点」として、大学等による地域の活性

化を目指した教育・研究・地域貢献の推進 

施策及び施策の方向性 

■施策１ 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成 
①ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実 
②社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実 

■施策２ 確かな学力の定着と独創性や表現力の育成 
①一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進 
②英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進 

■施策３ 豊かな心と健やかな体の育成 
①規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成 
②生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成 

■施策４ 良好で魅力ある学びの場づくり 
①質の高い学習の基盤となる教育環境の整備 
②学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備 

■施策５ 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会づくり 
①多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり 
②芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存・活用 

■施策６ 高等教育の充実と地域貢献の促進 
①特色ある教育に磨きをかけ魅力アップを図る取組の推進 
②大学等による地域の活性化や課題解決に向けた取組の促進 

■施策７ グローバル社会で活躍できる人材の育成 
①学校における多様な国際教育の推進 
②海外との交流や県民の国際理解の促進 

「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」（未来を担う教育・人づくり戦略）とは 

※経済雇用対策や人口減少社会への対応など、秋田県が抱える基本的な問
題に時代の潮流を踏まえながら的確に対応し、元気な秋田づくりに取り
組んでいくための県政運営指針であり、重点課題に特化して強力に推進
する６つの戦略と、基礎的な生活環境を整備するために継続的に取り組
む５つの分野の基本政策により構成される。 

※教育に関しては、高等教育(施策６)と国際交流分野（施策７②）を含め
て６つの重点戦略のうちの一つに位置付けられ、教育環境の一層の充実
やグローバル社会で活躍できる人材を育成する取組等を推進していく
こととしている。なお、就学前の教育・保育に関しては、「人口減少社
会における地域力創造戦略」の「子どもを産み・育てる環境の充実強化
（施策４）」で整理されている。 

※教育政策の全般的方針を定めるとともに、目指す姿及び施策の方向性を
提示し、「第２期あきたの教育振興に関する基本計画」は、この全般的
方針の下の個別計画として位置付けられる。 

ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
社
会
を
支
え
る
自
覚
と
高
い
志
に
あ
ふ
れ
る
人
づ
く
り

～
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
「教
育
立
県
あ
き
た
」～

目指す姿 計画の目標 

基本方向２ 

確かな学力
の定着を図
り、独創性や
表現力を育
みます 

基本方向３ 

グローバル
社会で活躍
できる人材
を育てます 

基本方向４ 

豊かな心と
健やかな体
を育みます 

基本方向５ 

良好で魅力
ある学びの
場をつくり
ます 

基本方向６ 

生涯学習を
行動に結び
付ける環境
と芸術・文化
に親しむ機
会をつくり
ます 

基本方向 

【第２期ふるさと秋田元気創造プラン（未来を担う教育・人づくり戦略）
平成 26～29年度】 

【第２期あきたの教育振興に関する基本計画（平成 27～31年度）】

基本 
方向１

基本 
方向 
２・３ 

基本 
方向４

基本 
方向５

基本 
方向６

基本 
方向３
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施策の柱 

(1) ふるさと教育を基盤とし地域等と連
携したキャリア教育の充実 

(2) 多様な進路に対応した特性や能力
の伸長 

(3) 社会のニーズに応える専門高校等
の教育の充実 

(1) 一人一人の子どもに目が行き届く、
きめ細かな教育の推進 

(2) 自分で考え、表現し伝え合う能力の
育成 

(3) 就学前における教育・保育の充実と
小学校との円滑な接続 

(1) 英語コミュニケーション能力“日本一”
に向けた取組の推進 

(2) 学校における多様な国際教育の推
進 

(1) 規範意識や他人への思いやりなど
豊かな心の育成 

(2) 生涯にわたってたくましく生きるため
の健やかな体の育成 

(1) 質の高い学習の基盤となる教育環境
の整備 

(2) 学び直しを支援するシステムづくり 
(3) 教職員が子どもたちと向き合うことが
できる環境の整備 

(4) 学校・家庭・地域の連携と協力による
子どもを育む環境の整備 

(1) 多様な学習機会の提供と学んだこと
を行動に結び付ける環境づくり 

(2) 芸術・文化体験活動の推進と文化遺
産等の保存・活用 

主な基本方針 

■ ふるさと教育を基盤としたキャリア教
育の推進 

■ 一人一人の進路希望に応じたきめ細
かな就職支援の実施 

■ 質の高い医療、多様な福祉サービス
を提供する人材の育成 

■ 高等教育機関との連携の推進 
■ 地域企業等との連携による地域産業
を支える人材の育成 

■ 少人数学習の推進によるきめ細かな
指導と安定した学校生活の確保 

■ 特色ある教育による小・中学生の確
かな学力向上と学校間格差の改善 

■ 多様な取組の推進による高校生の
確かな学力の育成 

■ 「言語活動の充実」や「探究型」授業に
よる思考力・判断力・表現力等の育成 

■ 全ての乳幼児に対する充実した教
育・保育の提供 

■ 英語コミュニケーション能力育成に向
けた多様な取組の推進 

■ 外国語担当教員の指導力向上を図
る研修の充実 

■ 英語コミュニケーション能力を育成す
るための環境の整備 

■ 学校での国際理解活動の促進 
■ 海外での異文化体験活動の展開 

■ 学校・家庭・地域の連携による道徳
教育の充実 

■ いじめ、暴力行為等の防止 
■ 人権教育の充実による互いを尊重し
合う態度の育成 

■ 学校体育の充実に向けた取組の強
化 

■ 医療関係者等との連携による保健教
育の充実 

■ 教職員の資質能力の総合的な向上
を図る研修の実施 

■ 安全・安心な学校施設の整備 
■ 学び直しの学習支援に向けた校種
間の連携 

■ 授業の活性化と学校運営機能の強
化 

■ 地域と学校が支え合い、地域ぐるみ
で子どもを育む体制の充実 

■ 学習機会の充実とその成果の社会
への還元 

■ 幼少期からの読書活動の推進 
■ 豊かな心や感性、創造性を育む芸
術・文化体験活動の推進 

■ 芸術・文化の拠点としての美術館・博
物館等の活用 

■ 有形文化財や民俗文化財、記念物
など文化遺産等の保存・活用 

主な推進指標(現状と H31 年度値) 

■ 高校生の県内就職率（公私立、全日制・定時
制）：65.9％→74.0％ 

■ 地域医療体験学習参加者数（公立高校）： 
81 人→90 人 

■ 専門性を生かしたボランティア、イベント等参加
生徒数（専門高校等生徒延べ数）： 
1,166 人→1,500 人 

■ 県学習状況調査における通過割合（正答率が
設定正答率以上の問題数の割合）： 
72.8％→75.0％ 

■ 国公立大学希望達成率（公私立、全日制）： 
49.1％→57.0％ 

■ 認定こども園数：33 か所→63 か所 

■ 中学３年生の英検３級以上取得率： 
28.5％→42.0％ 

■ 中・高英語担当教員のうち授業の半分以上を
英語で行っている者の割合： 
67.5％→100.0％ 

■ 高校教育課が行う小・中・高英語（外国語・外
国語活動）担当教員を対象とした授業力向上
研修受講者数（累積）： 
200 人→1,400 人 

■ 小中学生の不登校児童生徒数（千人当たり、
国公私立）：7.7 人→7.7 人 

■ 高校生の中途退学率（国公私立）： 
1.4％→1.0％ 

■ 新体力テストにおける小・中・高の偏差値の平
均：51.4→52.7 

■ 「ミドルリーダー養成研修」受講者数（累積）： 
96 人→216 人 

■ 学び直しを教育課程上に位置付けている学校
数（公立高校）：8 校→11 校 

■ 中学校区における学校支援地域本部や放課
後子ども教室等の実施率： 
89.1％→95.7％ 

■ 地域で活動する行動人の人数（累積）： 
16,332 人→60,000 人 

■ 芸術・文化施設におけるセカンドスクール的利
用者数：22,153 人→26,000 人 

■ 国・県指定等文化財の件数（累積）： 
720 件→758 件 

※「目指す姿」の実現に向け取り組む３つの「計画の目標」、６つの「基本方向」、１６の「施策の柱」を据えて、各種の具体的な施策等に取り組みます。
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基本方向１ 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材を育てます

（１）ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実

所 管 課 義務教育課、高校教育課、特別支援教育課

〔 、 、 〕① ふるさと教育 を基盤としたキャリア教育 の推進 義務 高校（ ）＊１ （ ）＊２ （ 、 ）幼保 特支
＊（ ）は関係課

ふるさとを学びのフィールドとした体験活動や自然・文化・先人についての学習、現代的・社

会的な課題に対応した学習、学習の成果を地域に生かす活動等を推進し、社会を生き抜くための

自立・協働・創造に向けた力を生涯を通じて身に付けていけるようにします。

【主な取組】

・ふるさとのよさの発見、ふるさとへの愛着心の醸成、ふ

るさとに生きる意欲の喚起

・職場見学、職場体験、ボランティア活動等による社会性・

自主性の育成

・地域に根ざした環境教育の推進

・大学や研究機関、地域企業などと連携し、将来は世界に

発信できるような様々な分野のスペシャリストの育成に

つながる取組の推進

② 教育活動全体を通じたキャリア教育の充実〔義務、高校 〕、（幼保、特支）

幼児・児童・生徒の発達の段階及び地域の実情に応じて、家庭や地域社会、企業等と連携を図

り、学習活動や体験活動等を系統的、組織的に充実させることにより、校種間を貫くキャリア教

育を推進し、教育活動全体を通じて、社会的・職業的に自立するために必要な基礎的・汎用的能

力 を育成します。（＊３）

【主な取組】

・小・中・高を貫くキャリア教育を充実させるためのキャ

リア教育推進協議会等の開催

・キャリア発達の状況を記録したキャリアノート 等の（＊４）

効果的な活用の促進

・世界水準・最先端で活躍する人に触れる取組の促進

・地域連携に基づくキャリア教育の取組への支援やものづ

くり教育の充実

・職場体験・インターンシップ 、ボランティア活動等の（＊５）

充実

③ 一人一人の進路希望に応じたきめ細かな就職支援の実施〔高校〕

県立高校等にキャリアアドバイザー や就職支援員 を配置し、地域の関係機関等との連（＊６） （＊７）

携に基づくキャリア教育や組織的な就職支援の取組を行います。

【主な取組】

・キャリアアドバイザー等を活用した地域や学校の特色に応じたキャリア教育の推進

・就職支援員等による就職相談、県内求人開拓、企業情報の提供

・就職情報ネットワークを活用した求人情報等の共有

知事と懇談「わか杉県政体験」

地域との連携強化プロジェクトによる
高校生の商品開発

基
本
方
向
１
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基
本
方
向
１

④ 障害等のある生徒に対する職業教育 の充実と就業の促進〔特支〕（＊８）

生徒一人一人の教育的ニーズに応じたキャリア教育や進路指導の充実及び関係機関等との連携

による職業教育や就労支援を実施し、障害等のある生徒が職業的に自立することを目指します。

【主な取組】

・地域企業等との連携による職業教育の充実

・産学官協働による就労支援に関する情報の共有

・学習成果の地域企業への紹介と交流を行う機会の設定

*1「ふるさと教育 ：幼児児童生徒が郷土の自然や人間、社会、文化、産業等と触れ合う機会を充実させ、そこで得た感動体験を重」

視することにより、①ふるさとのよさの発見、②ふるさとへの愛着心の醸成、③ふるさとに生きる意欲の喚起を目指す教育。

*2「キャリア教育 ：社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するために必要な」

基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育。

「ふるさと教育を基盤としたキャリア教育 ：社会的・職業的自立のために必要な基盤となる能力や態度に加え、①ふるさとを愛」

する心、②社会を支える自覚と高い志、③公の場で自分の考えを発言する積極性を、ふるさとを学びの場とする多様な体験活動

を通して育む教育。

*3「基礎的・汎用的能力 ：社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行のために必要な力として中央教育審議会で提」

言された力で、人間関係形成・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力の四つの能

力に整理される。

*4「キャリアノート ：児童生徒が、キャリア教育に関する学習の履歴を記録する冊子。県教育委員会が作成し、小・中・高を貫く」

キャリア教育の充実のために活用する。

*5「インターンシップ ：生徒が、企業などにおいて将来の自らの専攻や職業選択に生かすため就業体験すること。」

*6「キャリアアドバイザー ：生徒へのキャリア教育支援を行うほか、各校の実情に応じたキャリア教育を推進し、地域や保護者と」

のコーディネーターの役割を担う。

*7「就職支援員 ：地域の企業への訪問等により、求人の掘り起こしを行う。また、ハローワーク等と連携して就職に関する情報提」

供を行うほか、就職に関する相談や職業紹介、職場定着等の支援を行う。

*8「職業教育 ：一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育てる教育。主に、具体の職業に関する教」

育を指す。

（２）多様な進路に対応した特性や能力の伸長

所 管 課 義務教育課、高校教育課

① 質の高い医療、多様な福祉サービスを提供する人材の育成〔高校〕

高度な専門的知識やスキル、幅広い見識をもち、質の高い医療・福祉サービスを提供すること

ができる人材の育成を目指して、高校生の学力向上を図るとともに高い倫理観や社会に貢献する

使命感を育みます。

【主な取組】

・医師を志す生徒を対象とした医療体験研修や医師との交

流機会の設定

・地元の病院や福祉施設での実習やインターンシップ、ボ

ランティアなど、地域と連携した取組の推進

・社会人講師の活用による実践的な授業の実施

② 高等教育機関との連携の推進〔高校〕

、 、生徒一人一人の進路目標を早い段階で明確にし より高いレベルでの学習に対する意欲を高め

学力の定着・向上を図ります。

また、志の高い生徒や優れた能力をもつ生徒が大学等で学ぶ機会を充実させることにより、学

問を極めようとする探究心と学習の成果を広く社会に還元しようとする心構えを育みます。

高校生の地域医療体験研修
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【主な取組】

・高校１・２年生を対象とした将来設計ガイダンスや大学

研究室訪問の実施

・ 大学コンソーシアムあきた が実施する高大連携授「 」（＊１）

業への参加促進

・県内大学との連携協定に基づく取組の展開

③ 社会生活の重要課題に対応し、自立する能力の育成〔義務、高校〕

、 、現代社会の諸課題についての学習機会を提供することにより 社会の一員としての自覚をもち

社会貢献や公共の利益を踏まえた上で自己実現を図る若者を育成します。

また、子どもを中心にして、学校、家庭、地域が一体となって男女共同参画についての学習を

推進します。

【主な取組】

・社会的自立に必要となる税金、社会保険、労働者の権利・義務、消費・金融等の知識を身に

付け、健全な市民意識を醸成する機会の提供

・教育活動全体を通じた男女共同参画に関する学習の実施

④ 乳幼児との触れ合いを含む子育て理解学習の推進〔高校 〕、（幼保）

、 、 、 、幼稚園や保育所 認定こども園等と連携した保育実習を促進するとともに 将来 家庭を築き

新たな命を育むライフプラン全体に関わる知識・情報を適切に提供することにより、子育てに対

する意識の醸成を図ります。

【主な取組】

・家庭科の授業やインターンシップ、ボランティア活動における幼稚園や保育所、認定こども

園等での実習の促進

・幼稚園や保育所、認定こども園等との交流活動を行う高等学校への支援

・少子化対策副読本の活用による結婚・子育て・家庭に関する学習の促進

*1「大学コンソーシアムあきた ：大学間連携による教育・研究の活性化や地域貢献活動の推進を図ることを目的に、県内 高等教」 １４

育機関から構成される連携組織。

（３）社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実

所 管 課 高校教育課

① 専門高校等の教育内容の充実による地域産業を支える人材の育成〔高校〕

専門分野の知識、技術及び技能の定着を図るとともに、産業構造の変化や社会のニーズに対応

できるよう、課題を探究し解決する力、創造する力等を備えた地域産業の担い手を育成します。

職業に関する専門学科で身に付けた技術や能力を、地域でのボランティア活動等に生かすこと

により、実践的・実務的な学びの場とするとともに、学習成果を地域に還元し、地域社会との結

び付きを強めます。

【主な取組】

・専門性の深化を図る教育活動の推進

・専門性を生かした就職や大学進学等に関するきめ細かな指導

大学教員による将来設計ガイダンス
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・専攻科における教育活動の推進

・技術ボランティアなど体験的活動の充実

・専門高校等の老朽化した施設・設備の更新、新規施設・設備の導入促進

② 地域企業等との連携による地域産業を支える人材の育成〔高校 〕、（特支）

、 、外部講師の活用による実践的な授業や長期間の就業体験活動の実施など 地域企業等と連携し

生徒の学習意欲の向上と実践的な技術・技能の育成を図ります。

【主な取組】

・専門的知識や技能を有する社会人を活用した授業等による専門性の深化

・長期インターンシップの実施

・学習成果の地域企業への紹介と交流を行う機会の設定

・技能審査の成果の単位認定制度 活用の推進（＊１）

〔 、 〕③ 豊かな地域資源を活用した６次産業化 の推進に寄与する人材の育成 高校（ ）＊２ （ ）特支

地場産食材を生かした商品を開発し、様々なイベントで販売するなどの体験活動を充実するこ

とにより、生徒たちに勤労と生産の喜びを実感させ、流通や販売への関心を高めるとともに、起

業家精神の醸成を図ります。

【主な取組】

・地域産業祭やイベント、種苗交換会への参加

・全国産業教育フェア秋田大会を見据えた取組の充実

・新たな産業分野に対応した学習環境の整備

・専門教育の指導力を高める教員研修の充実

*1「単位認定制度 ：高等学校において、高大連携授業、技能審査、体験活動等の学校外における学修を単位として認定する制度。」

平成25年度は、全日制課程24校、定時制課程4校、通信制課程1校で、延べ1,047名の認定を行った。

*2「６次産業化 ：第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料とした加工食品の製造・販」

売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、第二次産業や第三次産業にまで踏み込むこと。農業経済学者の今村奈

良臣が提唱した造語で、１（次産業）×２（次産業）×３（次産業）は６になることから「６次産業化」とした。

地域産業祭への高校生の参加
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《推進指標》

第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指 標 名 現状値 H24 目標値 H29 31年度（ ） （ ）

高校生の県内就職率 公私立 全日制・定時制 65.9％ 74.0％ 74.0％（ 、 ）

(H25)86.4％ 90.0％ 90.0％
将来の夢や目標を持っている児童生徒（小６・

中３）の割合

高校生（公立）のインターンシップ参加率 59.8％ 65.0％ 66.0％

指 標 名 現状（H25） 31年度

ふるさと教育の全体計画等 を作成している 小 96.3％ 100.0％（＊１）
(H26)

学校の割合 中 91.4％ 100.0％

ふるさと教育の全体計画等にキャリア教育の視 小 90.6％ 100.0％
(H26)

点を加えている小・中学校の割合 中 92.6％ 100.0％

45.5％ 63.5％
中学校における３日間以上の職場体験活動を実

施する学校の割合

特別支援学校高等部卒業生の就職者数（就職を 75人 96人

希望する生徒の就職率） (100.0％) (98.0％)

地域医療体験学習参加者数（公立高校） 81人 90人

農業に関する体験学習等実施校数（公立高校） 23校 30校

1,166人 1,500人
専門性を生かしたボランティア、イベント等参

加生徒数（専門高校等生徒延べ数）

*1「ふるさと教育の全体計画等 ：各教科等の年間指導計画にふるさと教育の取組を盛り込んでいるものや、ふるさと教育のパンフ」

レットなどふるさと教育の方針・方向性を示している資料を含む。



- 24 -

基本方向２ 確かな学力の定着を図り、独創性や表現力を育みます

（１）一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進

所 管 課 義務教育課、高校教育課、特別支援教育課

① 少人数学習の推進によるきめ細かな指導と安定した学校生活の確保〔義務、高校〕

小・中学校全学年への少人数学級の導入を進めるとともに、少人数学習・習熟度別学習を継続

して実施し、教科指導の一層の充実と安定した学校生活の確保を図ります。

【主な取組】

・30人程度学級の小・中学校全学年への導入

・生活集団や学習集団の少人数化によるきめ細かな指導を行うための臨時講師や非常勤講師の

配置

② 特色ある教育による小・中学生の確かな学力向上と学校間格差の改善〔義務〕

、 、学習指導要領の内容の定着度等を把握し 各校の学習指導の工夫改善を一層推進するとともに

本県が進める少人数学習の成果や課題を捉えるため、県独自の学習状況調査等を実施します。市

町村教育委員会と連携を図りながら調査結果の各校における分析と改善に向けた取組を支援しま

す。

また、小・中学校の教員が相互に乗り入れ授業等を行うことにより、中１ギャップ を解消（＊１）

し、楽しく分かる授業づくりを推進します。

【主な取組】

・全国学力・学習状況調査、県学習状況調査及び高校入試

を一体として捉えた検証改善サイクルの確立

・検証改善委員会による全国学力・学習状況調査結果の分

析と成果につながる取組等の提示

・Ｗｅｂを活用した各学校への教育コンテンツ等の提供

・小学校と中学校の連携推進

・児童生徒の視点に立った「分かる・できる」授業の構築

を目指した学校訪問指導

・学力向上における市町村教育委員会との連携の強化

③ 多様な取組の推進による高校生の確かな学力の育成〔高校〕

高大連携や地域連携を推進するとともに、質の高い授業等を実施し、生徒の志と学習意欲を高

めながら、高校生一人一人の進路希望に応じた確かな学力の育成を図ります。

【主な取組】

・組織的な授業改善と地域の高校間連携による生徒の学力向上を図る取組の推進

・大学教員による講義や社会人による授業等を通じた知的好奇心の喚起

・教科指導等におけるＩＣＴ 活用の推進（＊２）

・中・高連携による校種間の円滑な接続

④ 数学的・科学的な思考力を伸ばす試み〔義務、高校〕

児童生徒一人一人に、知識や技能の確実な定着を図るとともに、思考力、表現力や探究する能

力に優れ、理数系教科に積極的に取り組む児童生徒を育成します。

中学校教員の小学校への乗り入れ授業

基
本
方
向
２
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【主な取組】

・小・中学生を対象とした理数学力向上を目的とした学習

機会の設定

・ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール 合同発表）（＊３）

会等の実施による研究成果の共有化

・科学の甲子園ジュニア秋田県大会、科学の甲子園秋田県

大会の実施、数学・科学系オリンピックへの参加啓発に

よる数学・理科好きな生徒の裾野の拡大

（幼⑤ 校内支援体制の機能強化と関係機関等との連携による特別支援教育の充実〔特支、
＊（ ）は関係課

〕保、義務、高校）

全ての教職員が特別支援教育に関する研修を受ける機会を設けるとともに、特別支援教育コー

ディネーター を核とした校内支援体制の機能強化を図ります。（＊４）

特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室 及び関係機関の連携を深め、一人一人の幼児（＊５）

児童生徒への支援を充実します。

【主な取組】

（＊６） （＊７）・ 専門家・支援チーム や「高等学校特別支援隊「 」 」

等の活用促進

・盲学校・聾学校サテライト教室 の実施（＊８）
ろう

・特別支援教育に係る各種研修会の充実

・通級指導教室の充実による地域における特別支援教育の

拠点としての活用促進

・特別支援学校への看護師配置による医療的ケアの実施

*1「中１ギャップ ：小学生から中学１年生になったとたん、学習や生活の変化になじめずに不登校になったりいじめが増加したり」

する現象。

*2「ＩＣＴ ：情報通信技術（Information and Communication Technology）の略。」

*3「ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール ：先進的な科学技術、理科・数学教育を重点的に行う高等学校等を「スーパーサ）」

イエンスハイスクール」として指定し、理科・数学教育に重点を置いたカリキュラムの開発、大学や研究機関等との効果的な連

携方策についての研究を推進して、将来、国際的に活躍し得る科学技術人材等の育成に資するための文部科学省の事業。

*4「特別支援教育コーディネーター ：障害のある幼児児童生徒の適切な支援のため、学校職員の中から指名され、保護者や関係機」

関に対する学校の窓口として、また、学校内の関係者や医療、福祉等の関係機関との連絡調整の役割に当たる。

*5「通級指導教室 ：地域の小学校や中学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、必要に応じて、障」

害に応じた特別の指導を行うために設置された教室。

*6「専門家・支援チーム ：発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援を目的に、教育・医療・福祉等の専門家により構」

成されたチーム。県北・県央・県南の三地区に設置している。

*7「高等学校特別支援隊 ：特別支援学校や障害者就労支援機関、相談機関がチームを組み、高等学校に在籍する特別な支援を必要」

とする生徒の教育的ニーズや学校のニーズに応える。校内支援体制の充実に向けた支援や生徒の学習や生活、就労に対する支援

等を行う。

*8「盲学校・聾学校サテライト教室 ：県内（中央）に１校のみとなっている盲学校と聾学校の教育や支援等が他の地域でも受けら」

れるように、県北・県南の小・中学校や公民館等に教室を設け、盲・聾学校の教員が定期的に訪問して指導・支援、相談を行っ

ている場。

ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイス
クール）合同発表会

盲学校サテライト教室

基
本
方
向
２
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（２）自分で考え、表現し伝え合う能力の育成

所 管 課 幼保推進課、義務教育課、高校教育課

「 」 「 」 〔 、① 言語活動の充実 や 探究型 授業による思考力・判断力・表現力等の育成 義務

高校〕

学習課題についてグループや学級全体で意見交換し合うなど 「言語活動の充実」を図ります。、

また、問題意識を基に知識・技能を活用して課題解決に取り組む「探究型」の授業づくりを一層

推進します。これらにより、児童生徒の思考力・判断力・表現力等を伸ばし “ 問い」を発する、「

子ども”の育成を図ります。

【主な取組】

・全教職員の共通理解を図り、組織で取り組む授業づくり

の推進

・児童生徒が相互に考えを伝え合う活動を意識的・計画的

に取り入れた授業展開や機会設定の推進

・児童生徒の思考力・判断力・表現力等の育成に関する研

修の実施や学校訪問等による趣旨の徹底

② 児童生徒主体の授業の推進等による生涯を通じて学び続ける力の育成〔義務、高校〕

児童生徒主体の授業の推進、探究的な学習活動や体験的な活動等の充実により、様々な課題に

興味・関心を抱き、自ら課題意識をもって考え、主体的に判断したり、仲間と関わったりしなが

ら行動できる資質や能力の基盤を培います。

【主な取組】

・ふるさと教育を通じた自ら学び考え、課題を追究する力等の学ぶ力の育成

・高校１・２年生を対象とした将来設計ガイダンスの実施（１（２）②の再掲）

・生徒による課題研究の研究成果の共有化

（ ）、 、 〔 、 、③ 学校 園 家庭 市町村との連携による学校段階に応じた読解力の育成 幼保 義務

高校〕

各学校（園）における具体的な取組の推進と県による支援、市町村・地域・家庭との連携によ

り 「問い」を発する上で必要な思考力・判断力・表現力等の基盤となる読解力を育成します。、

【主な取組】

・読解力向上のための校内体制の整備・充実及び授業改善の推進

・県学習状況調査や高校入試問題の改善

・諸調査等の結果分析に基づいた指導改善プラン等の提供

・市町村・地域・家庭との連携による読書活動等の促進のための環境整備

（３）就学前における教育・保育の充実と小学校との円滑な接続

所 管 課 幼保推進課、義務教育課

① 全ての乳幼児に対する充実した教育・保育の提供〔幼保〕

幼稚園・保育所・認定こども園等子どもの居場所がどこにあっても、家庭や地域との連携を図

りながら、健やかな子どもの育ちを支えるために、保育者が専門性を発揮し、意図的・計画的に

思考力等を育む「探究型」学習
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子どもたちと関わる取組を推進します。

また、多様な保育ニーズに対応できるよう、特別保育事業

の環境整備を推進します。

【主な取組】

・豊かな心と健やかな体の育成を目指した生活や遊びの充

実に向けた支援

・保育者の資質の向上につながる幼保合同研修の実施

・病児・病後児保育 や延長保育など特別保育事業の実（＊１）

施体制の強化

② 認定こども園 の普及・拡大〔幼保〕（＊２）

保護者や地域社会等の多様なニーズに応じることができる

よう、幼稚園、保育所双方の機能を有し、かつ、地域の子育

て支援機能を担う認定こども園の一層の普及・拡大を図りま

す。

【主な取組】

・認定こども園の認定を目指す園に対する集中的な支援

・認定こども園の教育・保育の積極的な発信による幼保一

体化の普及・拡大

③ 発達や学びの連続性を踏まえた小学校との円滑な接続・連携の推進〔幼保、義務〕

乳幼児期の遊びを中心とした生活から児童期の学びへの流れが一貫したものとなるよう、幼稚

、 。園・保育所・認定こども園等と小学校との円滑な接続・連携を図り 互いの共通理解を深めます

【主な取組】

・ 問い」を発する子ども”の育成を目指した教育・保育の在り方についての理解推進“「

・幼稚園・保育所・認定こども園等と小学校との円滑な接続・連携に対する研修の充実

・学校アシスタントの配置による小１プロブレム の未然防止（５（３）②で後掲）（＊３）

*1「病児・病後児保育 ：保育所に通う子どもが保育中に体調不良になった時や、病気のため集団での保育が困難な期間であっても」

一時的に子どもを預かること。

*2「認定こども園 ：保護者の就労形態に関わりなく、就学前の子どもに対し、教育・保育を一体的に提供するほか、地域の子育て」

支援機能を有する施設。

*3「小１プロブレム ：小学校に入学したばかりの１年生で集団行動がとれない、授業中座っていられない、話を聞かないなどの状」

態が数か月継続する状態。

子どもたちの砂遊びの様子

秋田県認定こども園公開保育研究協議会

基
本
方
向
２
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《推進指標》

第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指 標 名 現状値 H24 目標値 H29 31年度（ ） （ ）

72.8％ 75.0％ 75.0％
県学習状況調査における通過割合（正答率が設

定正答率以上の問題数の割合）

【通過割合の計算例】

<調査内容> <調査結果>

設定正答率 正答率 設定正答率
問 題

（％） （％） 以上である

１ ８－５×３ ○80 95

２ 素数を５つ・・・ ×70 55

３ ・・・ ○60 65

４ ・・・ ×70 50

５ ・・・ ○60 85

例の場合、全問題数が５、正答率が設定正答率以上である問題数が３であり、通過割合

は、３÷５＝60％ となる。

＊設定正答率：問題ごとに難易度等に応じて設定する期待される正答率

調査問題は、過去の正答率や県の課題等を踏まえ毎年作成

国公立大学希望達成率（公私立、全日制 49.1％ 55.0％ 57.0％）（＊１）

認定こども園数 (H25)33か所 53か所 63か所

指 標 名 現状（H25） 31年度

82.1％ 87.0％
授業で自分の考えを発表する機会がよくあると

思う児童生徒の割合（小４～中２）

特別支援教育に関する研修を受講した教員の割 幼52.0% 小69.0% 100.0% 100.0%

合 中49.0% 高47.0% 100.0% 100.0%

小 66.9％学校図書館等で多様な図書資料等を活用した授
80.0％

業を、学期に数回程度又はそれ以上の頻度で計 中 45.0％
60.0％

画的に行う学校の割合（小・中） ＊学校図書館を活用した授業を、学期に

数回程度以上計画的に行う学校の割合

(H24)89.7％ 95.0％
小学校と交流・連携している幼稚園・保育所・

認定こども園の割合

*1「国公立大学希望達成率（公私立、全日制 ：進学者数/３学年11月時点での進学希望者数）」
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基本方向３ グローバル社会で活躍できる人材を育てます

（１）英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進

所 管 課 義務教育課、高校教育課

① 英語コミュニケーション能力育成に向けた多様な取組の推進〔義務、高校〕

全ての中学校・高等学校でＣＡＮ－ＤＯ形式の学習到達目標リスト を適切に活用するとと（＊１）

もに、先進的な取組を行う拠点校の実践を域内の学校に波及させることで、英語の授業改善を図

ります。

また、ＡＬＴ（外国語指導助手 をティーム・ティーチングの授業やスピーキングテストで）（＊２）

積極的に活用することにより、児童生徒の英語コミュニケーション能力を育成します。

【主な取組】

・ＣＡＮ－ＤＯ形式の学習到達目標リストの運用・

改善の実施

・スピーキングテストの実施

・外部検定試験の活用

・拠点校・協力校英語授業改善プログラムの実施

・ＡＬＴによる教育活動の充実

② 外国語担当教員の指導力向上を図る研修の充実〔義務、高校〕

外国語（外国語活動）担当教員を対象に指導力の向上を図る研修を実施し、グローバル社会で

求められる英語力を児童生徒に着実に身に付けさせます。

また、教員採用や自己研鑽等における外部検定試験の活用を検討し、教員の英語力向上を図り

ます。

【主な取組】

・小学校外国語活動教員研修の充実

・中学校英語教員指導力向上研修の実施

・高等学校英語教員指導力向上研修の実施

・外国語担当指導主事等による小・中・高等学校への学校訪問指導の実施

③ 英語コミュニケーション能力を育成するための環境の整備〔義務、高校〕

児童生徒が外国の人々と積極的にコミュニケーションを図り、集中的に英語に触れることがで

きる機会を設けます。

【主な取組】

・小・中学生及び高校生を対象にしたイングリッシュキャ

ンプ や中学生及び高校生を対象にしたスーパーイン（＊３）

グリッシュキャンプ の充実（＊４）

・高校生を対象にしたＡＬＴや留学生等との交流合宿（高

校生グローバルサマースクール）の実施
イングリッシュキャンプでのインター
ネットを使った海外の生徒との会話

ＣＡＮ－ＤＯ形式の学習到達目標リスト（高等
学校版）の一部

期間 PDCAｻｲｸﾙ 話すこと 書くこと 聞くこと 読むこと

３
年
後
期

大学入試
就職等

Ｃ２

A

３
年
前
期

Ｃ１

Ｄ

Ｐ

”伝えたい内容を整理して、論理的に話すことがで

きる。

【評価】自己表現活動

”与えられた条件に合わせて、即興で話すことがで

きる。

【評価】スピーキングテスト 自己表現活動 Ｑ＆Ａ

”立場を決めて意見をまとめ、相手を説得するため

に意見を述べることができる。

【評価】自己表現活動

”簡単な技術を使って、短い会話を始め、それを続

けたり、終わらせたりすることができる。

【評価】自己表現活動

”・・

”・・

”・・

”・・

”・・

・

”・・

”・・

”・・

”・・

”・・

”・・

”・・

”・・

基
本
方
向
３
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・海外の高等学校での交流発表会や専門高校生を対象にした海外企業研修の充実

*1「ＣＡＮ－ＤＯ形式の学習到達目標リスト ：学習到達目標を英語を用いて「～することができる」という能力記述文の形で設定」

したもの。

*2 ＡＬＴ 外国語指導助手 ：Assistant Language Teacherの略で 学校又は教育委員会に配属され 日本人外国語担当教員 英「 （ ）」 、 、 （

語科教員）の助手として授業を補助したり、教育教材の準備や英語研究会のような課外活動に従事したりする外国人講師。

*3「イングリッシュキャンプ ：ＡＬＴ（外国語指導助手）等と共同生活を送り 「生きた英語」を体験する英語漬けの合宿。」 、

*4「スーパーイングリッシュキャンプ ：英検準２級程度以上の英語力をもつ中学生及び高校生を対象とした、より高度な内容のイ」

ングリッシュキャンプ。

（２）学校における多様な国際教育の推進

所 管 課 義務教育課、高校教育課

① 学校での国際理解活動の促進〔義務、高校〕

世界に通用する実践的英語力の育成に加え、グローバルな視点に立って、自国文化と異文化に

対する理解を深め、それぞれの価値観を尊重する態度を育みます。

【主な取組】

・海外勤務や留学経験者等による講演や授業の実施

・ＡＬＴとの交流活動の充実

・海外の高等学校と県内高校との交流の推進

・海外からの留学生の受入れ

・高等学校での第二外国語（韓国語、中国語、ロシア語等）

の授業の充実

・将来のグローバルリーダーを育成する新しい形の高校づく

りへの支援

② 海外での異文化体験活動の展開〔高校〕

海外で現地の人々と触れ合う機会を通じて、国際的視野を広げ、異文化に対する理解を深める

とともに、英語学習に対する意欲を高めます。

【主な取組】

・高校生の海外への修学旅行に対する支援

・高校生の海外留学への支援

・海外の高等学校での交流発表会や専門高校生を対象にした海外企業研修の充実（３（１）③

の再掲）

ＡＬＴとの交流活動
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《推進指標》

第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指 標 名 現状値 H24 目標値 H29 31年度（ ） （ ）

中学３年生の英検３級以上取得率 (H25)28.5％ 40.0％ 42.0％

15校 25校 25校
海外の高校と交流を行う高校数

＊県で主催する交流事業等に参加した学校を含む。

指 標 名 現状（H25） 31年度

小学校外国語活動のリーダー的教員（小学校外

国語活動教員研修等を受講済の教員）の小学校 1.1倍 2.5倍

数に対する比率

67.5％ 100.0％
中・高英語担当教員のうち授業の半分以上を英

語で行っている者の割合

高校教育課が行う小・中・高英語（外国語・外

国語活動）担当教員を対象とした授業力向上研 200人 1,400人

修受講者数（累積）
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基本方向４ 豊かな心と健やかな体を育みます

（１）規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成

幼保推進課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、生涯学習課、保健体育課所 管 課

① 学校･家庭･地域の連携による道徳教育の充実〔義務 〕、（高校）
＊（ ）は関係課

学校の教育活動全体を通じて、児童生徒相互の人間関係や教師と児童生徒の信頼関係を深め、

人間としてよりよく生きるための基盤となる道徳性を育成します。また、家庭や地域社会との連

携を深め、自然体験活動や職場体験活動、ボランティア活動等の豊かな体験や家族の話合いなど

を通して児童生徒の内面に根ざした道徳性を育成します。

児童生徒が道徳的価値について自ら考えを深め、道徳的実践につなげることができるよう、道

徳の時間をはじめ、様々な場面で「私（わたし）たちの道徳 （文部科学省 を活用するなど」 ）（＊１）

して、指導の充実を図ります。

【主な取組】

・道徳の時間を要とした教育活動全体における道徳教育の

推進体制の確立への支援

・児童生徒の道徳性の向上を図るための家庭や地域社会と

の連携強化の促進

・学校の特色や課題に応じた指導内容の重点化への支援

・ 私(わたし)たちの道徳」等の活用の促進「

・学校と家庭、地域が連携しながら、地域社会全体で生命

尊重を中心とした道徳教育について認識を深める活動の

推進

・地域生徒指導研究推進協議会の一層の充実による校種間連携の強化

② 生徒指導の充実と指導体制の整備〔義務、高校、特支〕

自尊感情や自己有用感を醸成するとともに、集団生活における約束・規則を遵守することの大

切さを自覚させた上で集団の一員としての帰属意識を高め、自己指導能力の伸長を図るための活

動の充実を図ります。

【主な取組】

・生徒指導における小・中・高連携による校種間の円滑な接続

・児童生徒の問題行動等調査結果の分析及び活用

・ 学校における生徒指導のための共通実践事項」の全教職員の共通理解による一致協力した指「

導の推進

教育相談体制の充実と不登校やひきこもりの児童生徒への支援〔義務、高校、特支〕③

悩みや不安等を抱える児童生徒に対して適切な支援を行うことができるよう、学校の教育相談

体制の充実を図ります。

また、不登校やひきこもりの児童生徒が存在感をもって安心して過ごせる「心の居場所」を設

け、学習支援や生活改善を行います。

【主な取組】

・スクールカウンセラー 等との協力による、小・中学校間、中学校・高等学校間が連携し（＊２）

た校種間を貫く教育相談体制の充実

・不登校やひきこもりの児童生徒への学習支援や生活改善指導の実施

「震災学習列車」での命の学習

基
本
方
向
４



- 33 -

基
本
方
向
４

④ いじめ、暴力行為等の防止〔義務、高校、特支、保体〕

いじめの未然防止と早期発見、適切な対処への取組を推進し、全ての児童生徒が安心して生活

し、共に学び合うことができる環境を整えます。

【主な取組】

・ いじめは決して許されない」ことの全児童生徒への理解徹底と、豊かな情操や道徳心、互い「

の人格を尊重し合う態度の育成

・教職員の児童生徒の変化に気付く力の向上と、アンケート調査等によるいじめの早期発見の

推進

・いじめ防止に向けた対策連絡協議会等の開催

・いじめ防止等に向けた組織的かつ実効的な対応を行うための校内組織の設置

・職員の言動の把握や人権アンケート調査等による体罰等の早期発見

・学校体育関係団体との連携・協力による運動部活動顧問や外部指導者への研修を通じた部活

動指導現場における体罰防止の徹底

⑤ 人権教育の充実による互いを尊重し合う態度の育成〔幼保、義務、高校、特支〕

人権教育を全教育活動を通して取り組む教育課題として位置付け、人権の意義や内容、その重

要性について、幼児児童生徒の理解を深めさせるとともに、自他を尊重する態度の育成を図ります。

【主な取組】

・日本国憲法や子どもの権利条約等に基づき、人権に関する知的理解を深めさせたり、人権感

覚を身に付けさせたりする、児童生徒が主体的に取り組む学習の推進

・ 男女共同参画教育副読本」の活用等による男女共同参画に関する学習の推進「

・北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメＤＶＤ「めぐみ （2008年各校へ配付）の活用等によ」

る拉致問題に関する学習指導例の提示

（幼保、⑥ 障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合う教育の充実〔特支、

〕義務、高校）

障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるというインクルーシブ教育システム

構築の理念を尊重し、交流及び共同学習を積極的に推進（＊３）

します。

また、障害のある児童生徒等が、地域住民と共に活動する

場づくりを進めます。

【主な取組】

・学校行事や教科学習等における交流及び共同学習の推進

・特別支援学校在籍者の居住地の学校との交流の充実

・特別支援学校児童生徒による地域におけるボランティア

活動の推進

⑦ 少年自然の家等における長期宿泊体験活動の推進〔生涯〕

豊かな自然環境に恵まれた少年自然の家等における長期宿泊体験

活動や幅広い年齢層との交流を深めることを通じて、児童生徒のた

くましく社会を生き抜く力を育みます。

【主な取組】

・３泊以上の長期宿泊体験活動の推進

・プロジェクトアドベンチャー の推進（＊４）

・幼児から高齢者まで楽しく活動できるプログラムの開発

少年自然の家での自然体験活動

特別支援学校と小学校との交流及び共
同学習
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義⑧ 学校以外の施設をセカンドスクール的に利用 した多様な体験活動の推進 生涯（ ）＊５ 〔 、（

〕務）

教育施設等を活用した体験的な学習活動を通じて、郷土の自然や文化を愛する心、自律性、協

調性、創造性、思いやりの心など、豊かな人間性を育みます。

【主な取組】

・学習指導要領に対応した、体験的な学習プログラムの開発・提供

・セカンドスクール的利用に関する教職員向け研修の充実

*1「私（わたし）たちの道徳 ：文部科学省が、児童生徒が身に付ける道徳の内容を分かりやすく表し、道徳的価値について自ら考」

えるきっかけとなるものとして作成した「心のノート」を道徳教育の更なる充実に向けて全面改訂し、平成26年度から全国の小･

中学生が活用できるように配付している道徳教材。

*2「スクールカウンセラー ：児童生徒の不登校や校内での種々の問題行動等の対応に当たっては、専門的な心理学知識や支援が求」

められることから、公立の中学校や高等学校等に配置される臨床心理士など高度な専門的知識を有し、心理相談業務に従事する

心理職専門家。

*3「インクルーシブ教育システム ：障害のある子どもが障害のない子どもと共に学ぶことを追求するとともに、障害のある子ども」

一人一人の教育的ニーズに応えるための多様な指導を提供するシステム。

「 」 、 「 」 、*4 プロジェクトアドベンチャー ：仲間と協力しながら課題を解決していく中で 人間として成長するための 気付き を体験し

信頼関係を構築する教育プログラム。

*5「 教育施設の）セカンドスクール的利用 ：教育施設の人的・物的機能を十分に活用し、学校と教育施設が一体となって、郷土（ 」

の自然や文化との触れ合い体験・共同生活体験、各教科や総合的な学習の時間の取組を複合的に実施する利用方法。教育施設を

舞台とした体験的な学習活動の展開を、教科や総合的な学習の時間の授業時数にカウントすることに特徴がある。

（２）生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成

所 管 課 保健体育課

① 学校体育の充実に向けた取組の強化〔保体〕

指導者の育成や地域の人材の活用等、学校体育の充実に向けた取組を強化し、心身ともに健や

かで元気な子ども・運動が好きな子ども・運動が得意な子どもを育成します。

【主な取組】

・児童生徒の体力の実態把握と体力向上に関する総合的な取組の推進

・体育科教育のより一層の充実に向けた指導者に対する支援

・地域の指導者を活用した学校体育活動への支援

・自然条件を生かしたスポーツに親しむ環境づくり

・伝統的な文化である武道の授業における地域指導者の活用や競技団体と連携した教員研修の

実施

② 運動部活動の活力アップに向けた取組の充実〔保体〕

運動部活動が、本来の意義である、より高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽

しさや喜びを味わう態度を育むとともに、責任感や連帯感の涵養等、好ましい人間関係の形成に

資する活動となるよう、指導者の資質向上など運動部活動の

活力アップに向けた取組を充実させます。

【主な取組】

・ 運動部活動指導の手引き」の活用による運動部活動指導「

の充実

・外部指導者の活用による運動部指導者の資質向上

・中学校・高等学校の運動部活動の環境づくり 栄養指導・（

障害予防等）への支援
運動部活動への外部指導者の活用

基
本
方
向
４
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・中学校・高等学校運動部の競技力向上を図る取組の推進や、優れた能力をもつ高校生選手・

チームへの支援

・トップアスリートの派遣等スポーツを通して子どもたちの夢やあこがれを育む取組の実施

・学校体育関係団体の運営支援による中学生及び高校生のスポーツ環境の整備

③ 医療関係者等との連携による保健教育の充実〔保体 〕、（義務、高校）

学校医等の医療関係者や関係機関と連携し、児童生徒の健康の保持増進や健康課題の解決に向

けた学校・家庭・地域における取組等を支援するとともに、教育活動全体を通じた保健教育の充

実を図ります。

【主な取組】

・医療関係者など、有識者による連絡協議会の開催

・各学校の学校保健活動を支援するための医師等専門家の

派遣

・学校・家庭・地域が一体となった基本的生活習慣の改善

等に関する学校保健活動の推進

・保健教育に関する各種研修会の開催と情報提供による教

職員の資質・能力の向上

・医療機関等との連携強化による保健管理の推進

④ 食育の更なる充実に向けた総合的な取組の推進〔保体 〕、（幼保、義務、高校）

教育活動全体を通じた食に関する指導、望ましい食習慣の形成、農業団体等と連携した地場産

物の活用促進、学校給食の衛生管理の徹底及び食物アレルギーへの適切な対応など、食育の更な

る充実に向けた総合的な取組を推進します。

【主な取組】

・学校・家庭・地域が一体となった食生活の改善や望ましい食習慣の形成に向けた取組の推進

・学校給食施設における衛生管理徹底のための指導の充実

・各種研修会の開催と情報提供による関係職員の資質・能力の向上と安全で安心な学校給食の

提供

・食物アレルギーに関する講習会の開催

・栄養教諭の配置拡大と地域における有効活用の推進

学校歯科医と連携した歯・口の健康づ
くり

基
本
方
向
４
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《推進指標》

第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指 標 名 現状値 H24 目標値 H29 31年度（ ） （ ）

(H25)95.1％ 97.0％ 97.0％
学校のきまり 規則 を守っている児童生徒 小（ ） （

６・中３）の割合

637回 680回 680回
少年自然の家等における学校等の宿泊体験活動

の実施回数

7.7人 7.7人 7.7人
小中学生の不登校児童生徒数（千人当たり、国

公私立）

高校生の不登校生徒数 千人当たり 国公私立 11.6人 11.1人 10.9人（ 、 ）

(H25)51.4 52.7 52.7
新体力テスト における小・中・高の偏差値（＊１）

の平均

朝食を毎日食べる児童（小５・６）の割合 (H25)92.0％ 95.0％ 96.0％

指 標 名 現状（H25） 31年度

88.5％ 96.0％
認知したいじめの解消率（国公私立、小・中・

＊指標は、その年度内に解消したものの割合高・特別支援）

高校生の中途退学率（国公私立） 1.4％ 1.0％

845回 935回
特別支援学校と地域の人々との交流及び共同学

習実施回数

1,113校 1,170校
教育施設のセカンドスクール的利用により、体

験的な学習活動を行った学校（園）の延べ数

昭和60年度の記録（小５男子9.06秒・女子9.31

秒、中２男子8.02秒・女子8.67秒）を基準とし

た50ｍ走の達成率の平均 (H26)97.9％ 100.0％＊文部科学省においては、子ど

もの体力水準が高かった昭和60年頃の水準を上回ることを目指して

いることから、昭和60年度の記録を基準とする。

63種目 70種目
全国大会（中・高）における入賞数（ベスト８

以上）

中 42.7％ 50.0％
運動部活動における外部指導者の活用率 高 24.6％ 27.0％

*1「新体力テスト ：平成 年度から新しく実施されている体力テスト。走跳投に関わる運動能力や瞬発力、筋力、柔軟性などの体」 １０

力を測定するため、８種目の実技テストを実施する。
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基本方向５ 良好で魅力ある学びの場をつくります

（１）質の高い学習の基盤となる教育環境の整備

総務課、総務課施設整備室、幼保推進課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課所 管 課

〔 、 、 、 〕① 教職員の資質能力の総合的な向上を図る研修の実施 総務 義務 高校 （ 、 ）幼保 特支
＊（ ）は関係課

授業力・学級経営能力・生徒指導力等の実践的指導力、学校組織を活性化させるための組織マ

ネジメント能力・リーダーシップ等を養成するライフステージに応じた教職員研修を、実効性・

、 （ ） 、有効性を検証しながら行うとともに 各学校 園 の課題解決に向けた校内研修の充実について

様々な機会を通じて各学校（園）に呼びかけ、教職員の資質能力の総合的な向上を図ります。

また、情報モラルに基づいたＩＣＴの活用などによる協働型・双方向型学習の推進を目指し、

教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図ります。

【主な取組】

・教職員のニーズや今日的な教育課題を踏まえた研修の確

立

・ライフステージや職務に応じた実践力を高める研修の実

施

・学力向上につながる授業づくりと組織的な授業改善に関

する取組の推進

・学校の課題解決に向けた校内研修の実施と支援

・ＩＣＴの活用と情報モラル教育の推進に係る研修の実施

教員研修などに関する異なる校種間の連携強化〔幼保、義務、高校 〕② 、（特支）

教育課程の編成や指導内容・方法等について、校種間にある課題を解決するための取組や円滑

な接続を図るための異なる校種間での研修交流を進めます。

【主な取組】

・幼稚園・保育所・認定こども園等と小学校との円滑な接

続・連携に対する研修の充実（２（３）③の再掲）

・小・中連携実践研究モデル校を核とした中１ギャップ解

消等をねらいとした合同実践及び合同研修の推進

・授業改善に向け、教科の枠を超えた授業研究会の推進

・指導主事の学校訪問による授業研究会等における、他校

種・他教科の教職員と合同で行う授業参観及び研究協議

の促進

・中高学習指導研究協議会など中学校及び高等学校の授業

参観機会の提供による、互いの指導内容や指導方法の充実

・校種や教科の枠を超えた総合教育センターにおける専門研修の実施

個別課題に対応した多様な研修の実施〔義務、高校、特支〕③

教科や小・中・高の特性に応じた授業力の向上を図る研修など、多様な研修を実施します。

【主な取組】

・小・中学校教員の教科指導力向上のための研修会等の実施

・特別支援教育セミナーによる実践的研修の実施

中１ギャップ解消等をねらいとした、
小学校教員による中学１年生の数学の
授業への乗り入れ(ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞ)

授業力向上研修

基
本
方
向
５
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・課題研究やＳＳＨ等の指導方法に関する見識を深めるための大学との連携による高校教員の

研修の実施

④ 活力に満ちた魅力ある高校づくりの推進〔高校〕

各地区の事情や全県的なバランスを踏まえた学校規模の適正化と望ましい配置の実現に加え、

社会の変化に柔軟に対応できる人材の育成を目指して各学科の改善・充実を図り、高等学校教育

の質を高め、活力ある教育活動を推進します。

また、特色ある中高一貫教育を推進します。

【主な取組】

・秋田県高等学校総合整備計画による高等学校の学校規模の適正化と望ましい配置の実現

・秋田南高校を母体校とする秋田地区中高一貫教育校の開校に向けた取組の推進

・能代地区統合高校の開校に向けた取組の推進

地域や家庭に開かれた学校（園）づくりの推進〔総務 〕⑤ 、（幼保、義務、高校、特支）

（ ） 。各学校 園 が教育活動その他の学校運営の状況を保護者や地域住民等に積極的に公開します

（ ）また 保護者や地域住民等の意見やニーズを学校運営に反映させるとともに 学校評議員制度、 、 ＊１

の一層の充実を図り、開かれた学校づくりに引き続き取り組

みます。

【主な取組】

・ あきた型学校評価システム に基づく学校目標の重「 」（＊２）

点化・具体化の徹底

・学校評議員制度の活用の充実

・ みんなの登校日 など地域と学校が互いの力を生か「 」（＊３）

し合う取組の推進

・社会変化や多様なニーズに適応する学校づくりの推進

⑥ 私立学校の自主性を尊重した学校教育の振興〔総務、幼保〕

私立学校教育の振興を図るため、学校法人に対して引き続き学校運営等経費の一部を支援し、

修学しやすい環境づくりを推進します。

また、私立高等学校の自主性を尊重しつつ、各校が創意と工夫により特色ある教育活動を実施

できるよう支援します。

【主な取組】

・私立学校の運営や魅力ある教育活動に対する支援

・入学金及び授業料の減免を行う私立高等学校への支援

・学校法人の財務情報等の公開の推進

教育に係る経済的負担の軽減〔総務、高校〕⑦

教育の機会均等を図るため、経済的な理由等により修学が困難となっている高校生等の家庭に

対し経済的支援を行い、修学しやすい環境を整備します。

【主な取組】

・高等学校の授業料負担の軽減を図るための就学支援金の支給

・低所得者世帯に対する学用品費等授業料以外の教育費負担の軽減を図るための奨学給付金の

支給

・高校生や大学進学者等に対する奨学金の貸与

・各種の支援施策の周知やきめ細かな相談対応

⑧ 安全･安心な学校施設の整備〔総務、施設〕

学校は、児童生徒の学びの場であるとともに、地域住民の防災拠点としての役割も果たすこと

から、体育館等の天井・照明器具などの非構造部材の耐震対策を含む防災機能の強化、老朽化し

「みんなの登校日」の授業風景
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た施設の整備を推進します。また、学校施設の整備にあたっては、省エネルギー化やエコスクー

ル化、木材利用、バリアフリー化に配慮します。

市町村が設置する学校施設等についても計画的に整備が進められるよう、助言・指導を行いま

す。

私立高等学校については、校舎の耐震化が完了したことか

ら、今後は生徒等の安全対策として非構造部材の耐震対策を

推進します。

【主な取組】

・非構造部材の耐震対策の推進

・老朽化した学校施設の改築･長寿命化改修

・高等学校の再編整備に伴う学校施設の建築･大規模改修

ＩＣＴ環境の整備の充実〔高校、特支〕⑨

県立学校において、授業改善や校務の効率化に向け、ＩＣＴ環境の整備を充実します。

【主な取組】

・時代の変化に対応したＩＣＴ環境の整備推進

・特別支援学校におけるＩＣＴの活用による学習指導の充実

*1「学校評議員制度 ：有識者、青少年団体等の代表者、保護者等で校長の推薦に基づき教育委員会から委嘱された学校評議員が、」

校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域社会の連携の進め方等、校長の行う学校経営に関して意見及び助言を行う制

度。県立学校については 「秋田県立学校の学校評議員設置要綱」に基づき、全ての学校に学校評議員が置かれている。、

*2「あきた型学校評価システム ：当該年度に達成すべき目標の重点化と具体化を図り、目標達成のための具体的な取組内容や推進」

状況を保護者や地域住民に公表するとともに、保護者や地域住民の支援・協力を得て、Ｐ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルの流れの中で学

校・家庭・地域が一体となって学校教育の充実・改善を図っていこうとするシステム。

*3「みんなの登校日 ：開かれた学校づくりを目的に、保護者や地域住民に学校（園）を公開し、児童生徒の学習場面等を見学する」

機会を設ける日で、主に11月１日の「あきた教育の日」を中心に行われている。

（２）学び直しを支援するシステムづくり

所 管 課 高校教育課

① 学び直しを支援する教育環境の整備〔高校〕

不登校を経験した児童生徒、高等学校の中途退学者や社会人が、再び学ぶ意欲をもったとき、

いつでも学び直しができるよう、教育環境を整えます。

【主な取組】

・定時制課程の整備

・通信制課程の利便性の向上

・地域の施設や関係機関との積極的な連携

② 学び直しの学習支援に向けた校種間の連携〔高校〕

高等学校への進学率が98％を超え、多様な生徒が入学している状況の中、入学後の指導の在り

方や授業の進め方についてのきめ細かな配慮、生徒の実態に応じた指導法の改善等が求められて

いることを踏まえ、各校の実情に応じて校種を超えた学習内容の定着を図ります。

【主な取組】

・中学校と高等学校の円滑な接続や弱点の克服への配慮

・義務教育段階での学習内容の学び直しへの配慮

（ ）H29年度完成予定 大曲農業高校 改築

基
本
方
向
５
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（３）教職員が子どもたちと向き合うことができる環境の整備

総務課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、生涯学習課、保健体育課、福利課所 管 課

① 教職員の高齢化や職員数減少に対応するための採用・配置の取組〔義務、高校〕

教員の高齢化を緩和し学校組織の活力を維持・向上させるため、また、今後の大量退職期を控

え、新規採用教員枠の拡大に努めます。

受験年齢制限の引き上げなどにより志願者数の増加を図り、優秀な人材の確保を図ります。

このほか、少人数学習や特色ある取組への教員の配置など地域の実情に即した教職員の配置に

努めるとともに、学校事務のセンター化 などに取り組みます。（＊１）

【主な取組】

・採用候補者選考試験における受験年齢制限の45歳への引

き上げ

・採用候補者選考試験における講師登録者に対する優遇措

置の実施

・大学院在学中（修士課程１年）の採用候補者選考試験合

格者に対する修士課程修了までの１年間の採用保留措置

の実施

・スポーツで国際大会に出場した者等の特別選考の検討

・少人数学習や特色ある取組への教員加配の実施

・学校事務のセンター化実施校への支援

② 授業の活性化と学校運営機能の強化〔総務、義務、高校、特支、生涯〕

副校長の配置や教頭の複数配置による学校マネジメント機能の強化、適切な教職員配置による

教員の事務負担の軽減、退職教員や経験豊かな社会人などの外部人材の活用を図るなどして、教

員が子どもと向き合う環境づくりと学校運営機能の強化に努めます。

また、ＣＴ（中核教員 や教育専門監 をより効果的）（＊２） （＊３）
コ ア テ ィ ー チ ヤ ー

に活用することで、学校間・地域間での情報・実践連携を密

にし 「知の共有化」を通して人材育成と学校の活性化を図り、

ます。

【主な取組】

・副校長や複数教頭の設置等による学校運営の強化

・学校支援地域本部の設置促進（５（４）①で後掲）

・学校アシスタントの配置による小１プロブレムの未然防

止

・ＣＴ（中核教員）及び教育専門監の活用による教員の資

質能力の向上

教職員の資質能力向上のための人事評価システムの充実〔総務、義務、高校、特支〕③

「 （ ）」 、 、平成26年４月に改訂された 人事評価マニュアル 教員編 を活用し 人事評価の精度を高め

その結果を人材の育成と学校の活性化につなげます。目標による管理手法を用いて教職員一人一

人の資質能力の向上を図ります。

【主な取組】

・教職員の人事評価システムの推進

・学校活性化のための人事評価システムの充実

・人事評価に係る管理職研修の充実

学校事務のセンター化

教科指導力の向上を図るＣＴ（中核教
員）が行う研究授業の参観



- 41 -

基
本
方
向
５

異なる校種・他県等との人事交流の推進〔義務、高校、特支〕④

、 、異なる校種間や他県等との人事交流を更に推進し 教員の資質・指導力の向上を図るとともに

学校の活性化、特色ある学校づくりに生かします。

【主な取組】

・他県、私立高等学校との人事交流等

・教員の校種間異動

・小・中学校と特別支援学校との人事交流

教員の多忙化防止策の推進〔義務、高校、特支〕⑤

教職員の事務負担の軽減など多忙化を防止するための様々な対策に、引き続き取り組みます。

「教員が実感できる多忙化防止対策」に基づき、各学校、市町村教育委員会に対して校務分掌

の改善、年次有給休暇等を取得しやすい環境づくりなどに積極的に取り組むよう働きかけます。

【主な取組】

・会議や調査等の不断の見直し

・ 多忙化解消」についての協議会の開催「

⑥ 教職員の健康管理の推進〔総務、義務、高校、特支、保体、福利〕

教職員の労働安全衛生体制を充実するとともに、快適な職場環境づくりと疾病の早期発見、早

期対応等に向けた取組を推進します。

【主な取組】

・定期健康診断等の実施と事後指導の徹底

・健康づくり事業の充実及び管理監督者等のメンタルヘルス研修の実施

・教職員のメンタルヘルス対策の充実（ストレスチェックの実施を含む）

・病気休職者の円滑な職場復帰と再発防止に向けた支援

＊1「学校事務のセンター化 ：事務の効率化と事務職員のスキルアップを図るとともに、職員数の縮減を図るため、小規模の学校」

を対象に一定地域内で拠点校を定めて事務職員を集中配置すること。

*2「ＣＴ（中核教員 ：平成26年度から地域の教科教育の中核的な役割を担う教員をＣＴ（中核教員）として委嘱し、研究授業の）」
コアティーチヤー コアティーチヤー

機会の提供や地域の教科指導のネットワークづくり等に当たる。ＣＴは、Core Teacherの略。

*3「教育専門監 ：平成 年度から教科指導や部活動指導、特別支援教育に係る指導等の分野で、高い専門知識と実践的指導力によ」 １７

り優れた教育活動をしている教員を教育専門監として認定している。勤務校（本務校・兼任校）での授業のほかに、他の学校等

からの依頼に応じ、当該専門的事項について指導及び助言を行う。

（４）学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備

所 管 課 生涯学習課、保健体育課

① 地域と学校が支え合い、地域ぐるみで子どもを育む体制の充実〔生涯 〕、（義務）

保護者や地域住民のほか企業等にも協力を求めるなど、学校･家庭・地域相互の連携を深め、地

域ぐるみで子どもを育む環境を整えます。

また、学校の教育活動を地域住民等が支えるだけでなく、

学校も地域に貢献する取組を推進します。

【主な取組】

・専門的教育職員（社会教育主事 の計画的な養成）（＊１）

・学校支援地域本部 、放課後子ども教室 、わくわく（＊２ （＊３） ）

土曜教室 の設置促進や運営支援（＊４）

・コーディネーターや指導者等のスキルアップと後継者の

育成 学校支援地域本部設置小学校でのボラ
ンティアによる読み聞かせ
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・地域人材のボランティアとしての学校支援活動への参加促進

・児童生徒のボランティア活動や地域活動等への参加促進

② 地域社会全体で学校安全に取り組む体制の整備〔保体 〕、（幼保、義務、高校、特支）

学校安全の指導的な役割を担う教職員の研修を充実します。

また、各学校（園）で策定されている学校安全計画の下、地域との連携を図りながら系統的・

計画的な安全教育を推進します。

、 、自然災害を含めた防災教育の充実を図り 自助だけでなく

共助、公助の重要性を認識し、進んで安全で安心な社会づく

りに参加し、貢献できる資質や能力の育成に努めます。

【主な取組】

・安全教育担当教職員の資質向上を図る研修会の実施

・学校安全に関する外部有識者の学校等への派遣や安全体

制の確立に向けた学校訪問指導の実施

・地域と連携して取り組む安全教育活動に対する支援

③ 関係団体等との協働による家庭教育支援の体制づくり〔生涯 〕、 ）（義務、高校、特支

ＰＴＡや市町村、民間企業等との協働により、学校・職場等の多様な場を活用した家庭教育に

関する学習機会の拡充、学習プログラムの開発・提供を行います。

【主な取組】

・ＰＴＡとの協働による県民を対象とした家庭教育フォーラムの開催

・保護者や教員、地域住民等を対象とした家庭教育の充実に関する県庁出前講座の開催

・市町村担当者等を対象とした家庭教育に関する研究協議会の開催

〔 、 〕④ 子どもたちの健全なインターネット利用環境づくりの推進 生涯 （ 、 、 ）義務 高校 特支

子どもたちの健全なインターネット利用を大人が支える仕組みづくり（インターネットセーフ

ティ を推進します。）（＊５）

【主な取組】

・有識者・関係機関・市町村・ＰＴＡ・民間組織等との協働による取組の推進

・リーフレットの作成・配布や保護者向け教育啓発メールの配信

・保護者や教員、地域住民等を対象とした子どもたちのインターネット健全利用に関する県庁

出前講座の開催

・中学校区程度のコミュニティにおけるインターネットセーフティの核となる地域サポーター

の養成と活用

*1「専門的教育職員（社会教育主事 ：都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的教育職員で、社会教育を行う）」

者に対する専門的・技術的な助言・指導や、学校の求めに応じて必要な助言を行う。

*2「学校支援地域本部 ：各市町村において、地域住民等がボランティアとして学校の教育活動を支援する組織。」

「 」 、 、 （ ）*3 放課後子ども教室 ：各市町村において 小学校の余裕教室や地域の児童館・公民館等を活用して 全ての子ども 主に小学生

を対象に、地域住民の参画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸術活動、地域との交流活動等の機会を提供する取組。

*4「わくわく土曜教室 ：各市町村において、土曜日に地域の社会教育施設等を活用し、地域住民の参画を得て、学習活動やスポー」

ツ・交流活動等の機会を提供する取組。

*5「インターネットセーフティ ：社会全体でインターネットによる有害情報やトラブル等から子どもたちを守り、インターネット」

を健全に利用できるように安全で安心な利用環境を整えること。

中学校での地域住民と合同の避難所
開設訓練
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《推進指標》

第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指 標 名 現状値 H24 目標値 H29 31年度（ ） （ ）

90.0％ 90.0％
授業の内容がよく分かると思う児童生徒の割合 (H25)

小６ 86.7%

83.0％ 83.0％中3 78.5%

82.2％ 87.0％ 87.0％
理科が好きだと思う児童生徒の割合（小４～中

２）

94.0％ 95.7％
中学校区における学校支援地域本部や放課後子

89.1％
ども教室等の実施率

23.4％ 50.0％ 50.0％
地域と連携して防災訓練等を実施する学校の割

合（公立、幼・小・中・高・特別支援）

－ 50.0％ 55.0％
インターネットセーフティに関する保護者等講

座を新たに行った中学校区の割合（累積）

指 標 名 現状（H25） 31年度

「ミドルリーダー養成研修」受講者数（累積） (H26)96人 216人

小 68.3％ 76.5％

児童生徒のＩＣＴ活用を指導することが「でき

中 66.1％ 67.9％

る ややできる とする教員の割合 小・中」、「 」 （ ）

＊指標は、コンピュータなどを活用して、調べたことを表計算ソフ
トで表や図にまとめさせるなどの指導ができる教員の割合

中高学習指導研究協議会への参加教員数 216人 305人

スペース・イオ 入所者の高校進学率 97.4％ 98.0％（＊１）

(H26)8校 11校
学び直しを教育課程上に位置付けている学校数

（公立高校）

1「スペース・イオ ：不登校等の児童生徒や保護者を対象に、心の居場所の提供と学習支援、カウンセリング、在宅での通信指導* 」

を行うことを目的に、県内２か所（秋田明徳館高校通信制課程内と横手高校定時制課程内）に設置しているフリースクール的空

間。
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基本方向６ 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親し

む機会をつくります

（１）多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり

所 管 課 生涯学習課

① 学習機会の充実とその成果の社会への還元〔生涯〕

県民が「いつでも・どこでも・だれでも」学ぶことのできる学習機会を提供するとともに、学

習の成果を生かすことができる環境づくりに取り組みます。

【主な取組】

「 」 「 」・ あきたスマートカレッジ や あきた県庁出前講座（ ）＊１

などの生涯学習講座の充実

・生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」による県

内の講座、イベント、講師等の各種学習情報の提供

・電子書籍や県立図書館・博物館等所蔵資料のデジタル

アーカイブを通じた提供

・学んだことを行動に結び付け社会に貢献している行動人
こうどうびと

の活動事例等の紹介とネットワーク化の推進

・学習の成果を地域参画や社会貢献に生かす取組の充実

② 地域の課題解決や活性化につながる取組の推進と市町村支援〔生涯〕

県社会教育施設が、知と行動を結ぶ拠点として、地域の課題解決や活性化につながる取組を推

進するとともに、市町村の社会教育施設を支援します。

【主な取組】

・県立図書館による地域課題解決支援やビジネス支援の実施

・県立図書館による市町村立図書館等への支援の実施

・県生涯学習センターによる、人材育成や地域活性化のための公民館活動等への支援の実施

③ 幼少期からの読書活動の推進〔生涯〕

読書環境の整備・充実を図るとともに、幼少期から生涯にわたって読書に親しむ機会と場をつ

くります。

【主な取組】

・ 打って出る図書館 」による地域の読書活動の推進「 （＊２）

・子どもの読書活動を推進する取組の紹介・広報

・年齢に応じて参加できる読書に親しむイベントの実施

・乳幼児から高齢者まで、各年代のニーズ等に配慮した図書資料の充実

*1「あきたスマートカレッジ ：県が行っている総合的な生涯学習講座。秋田の良さや秋田を動かしている人を知り、行動の原動力」

となるような学びの機会を提供する。平成27年度より名称を「美の国アクティブカレッジ」から変更。

*2「打って出る図書館 ：専門的知識や技能を有する県立図書館の司書が、県内図書館等に対して、図書館の運営や読書活動充実の」

ためのサポートを行う。平成27年度からサポートをより充実し、名称を「打って出る司書」から変更。

生涯学習講座受講者による自主企画講座

基
本
方
向
６
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（２）芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存･活用

義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、生涯学習課、生涯学習課文化財保護室所 管 課

、 〔 、 〕① 豊かな心や感性 創造性を育む芸術・文化体験活動の推進 生涯 （ 、 、 ）義務 高校 特支
※（ ）は関係課

子どもたちに発達段階に応じて優れた芸術・文化に親しみ体験できる機会を提供し、豊かな心

や感性、創造性を育みます。

【主な取組】

・秋田県青少年劇場の開催

・ 文化芸術による子供の育成事業 （文化庁主催）の実施「 」

・県立美術館の大壁画「秋田の行事」を活用した、ふるさとへの理解と愛着を深める活動の促

進

・美術館・博物館等のセカンドスクール的利用の推進

② 芸術・文化の拠点としての美術館・博物館等の活用〔生涯〕

美術館・博物館等において各種教室や魅力的な企画展等を開催し、地域の芸術・文化の拠点と

して活用を図ります。

【主な取組】

・美術館教室や博物館教室等の教育普及活動の充実

・県民が芸術・文化に親しみ、楽しめる魅力的な企画展等

の開催

・美術館・博物館等からの芸術・文化に関する情報の発信

③ 有形文化財や民俗文化財、記念物など文化遺産等の保存･活用〔義務、高校、特支、文

化財〕

私たちの祖先が守り伝えてきた文化財を、県民の貴重な文化遺産として保存・活用し、後世に

引き継ぎます。

【主な取組】

重要な文化財の指定推進・

・重要文化財や史跡・名勝・天然記念物等の保存修理、防

災施設整備、保護管理、保存対策調査の実施や支援

・民俗芸能や伝統行事等の保存と伝承意欲を高める取組の

実施

・ 北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を目指し「

た世界に向けた情報発信

・ボランティア・ＮＰＯや地域の団体等による保護活動と

の連携

・文化財の展示公開や体験学習等、県民が地域社会の歴史や文化に親しみ理解を深める取組の

実施

・ふるさと教育における地域の祭りや伝統的な行事の学習題材としての活用

・各種媒体を活用した文化遺産等に関する県内外への情報発信

重要伝統的建造物群保存地区「横手市
増田 “蔵の日”での中学生ガイド」

県立美術館で行ったワークショップ
「こどものてつがく美術館」
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《推進指標》

第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指 標 名 現状値 H24 目標値 H29 31年度（ ） （ ）

人 人 人
地域で活動する行動人の人数

16,332 5,000 2,500

累積 人 累積 人) 累積 人)( 16,332 ) ( 55,000 ( 60,000

課題支援公立図書館・公民館図書室の割合 27.1％ 80.0％ 90.0％

22,153人 25,000人 26,000人
芸術・文化施設におけるセカンドスクール的利

用者数

4件 4件 4件
国・県指定等文化財の新規件数

( 720件) ( 750件) ( 758件)累積 累積 累積

指 標 名 現状（H25） 31年度

社会教育施設所蔵品の電子データを保存・公開

する「秋田県デジタルアーカイブ」登録件数 590,463件 613,900件

（累積）

県立図書館の電子書籍登録件数（累積） 2,078件 4,350件

(H26)1,288人 1,800人
「秋田県読書フェスタ」における県主催読書イ

ベントへの県民の参加者数

416,206人 419,000人
美術館、近代美術館、博物館、農業科学館への

入館者数

県が主催する文化財保護事業の実施件数 133件 145件
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第Ⅴ章 計画の推進に向けて

全ての県民等が参加してつくる「教育立県あきた」の実現に向け、次の点に留意し

総合的かつ計画的な推進を図ります。

第１ 計画の周知

計画の着実な実施に当たっては、教育関係者や保護者をはじめとする県民等との連

携・協働が必要となります。その前提として、計画に掲げた目指す教育の姿や施策の

基本方向等が、県民等に共感・共有される必要があります。このため、広報誌、ホー

ムページなど多様な広報媒体を活用しながら、分かりやすい情報発信・広報活動に努

め、計画の周知を図ります。

また、計画に基づく教育行政の推進状況についても周知を図ります。

第２ 市町村、関係部局との連携と県民との協働等

（１）市町村との連携と学校への支援

教育行政の推進に当たっては、県、市町村がそれぞれの役割を担いながら、地域の

実情に応じた施策を実施することにより、住民の期待に応え、その責任を全うするこ

とが求められます。

地方分権の流れの中、市町村は、地域の実情と課題を踏まえ、住民の意思を把握し

ながら、自らの判断と責任において教育行政に取り組んでいくことが重要です。県と

しては、市町村の主体性を尊重しつつ、互いに連携し、秋田県の教育の一層の充実・

振興に努めてまいります。

また、県は、市町村立学校に対し、その教育活動が充実するよう、市町村と連携し

て適切な指導・助言や情報提供を行うほか、特色ある主体的な学校運営のための環境

整備への支援を行います。

（２）県民、ボランティア、企業等との協働

教育については、家庭や学校関係者はもとより、地域住民も子どもたちの成長に関

わる当事者として、共に取り組んでいく必要があります。

この計画の推進に当たっては、行政と、家庭、地域住民、ボランティア、企業、教

育関係団体、青少年団体、大学などの多様な主体が、この計画における目指す教育の

、 「 」 、姿や施策の基本方向等を共有し それに向かって力を合わせ活動する 協働 により

社会全体で取り組んでまいります。
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（３）関係部局等との連携・協力

、 。計画を着実に推進するためには 様々な分野から総合的に取り組む必要があります

このため、関係部局、国、市町村と相互に連携・協力を図りながら取り組んでまいり

ます。

また、教育基本法第16条第４項の規定を踏まえ、教育が円滑かつ継続的に実施され

るよう、必要な財政上の措置を講じていくことは重要です。現在、県の財政状況は大

変厳しい状況にありますが、教育は、これからの秋田県を支える人材を育成するため

の重要な投資であるとの視点に立ち、関係部局と連携を図りながら、必要な予算の確

保に努めてまいります。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、平成27年度から教育施策

に関し、知事と教育委員会との間の意思疎通を図る場として総合教育会議が設置され

ます。会議を通じて両者が方向性を共有し、一致してそれぞれの権限に属する事務の

執行に当たってまいります。

このほか、関係部局と連携・協力しながら、国に対し、必要な財政上の措置がなさ

れるよう働きかけを行います。

第３ 「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」との一体的な推進

平成26年度からスタートした平成29年度までの県政運営指針となる「第２期ふるさ

と秋田元気創造プラン」においては、教育・人づくりが重点戦略の一つとして位置付

けられております。計画は、プランに掲げられた重点戦略の個別計画であり、施策の

体系や推進指標等、プランとの整合を図っております。政策評価システムによるプラ

ンの進行管理等と一体となって計画を推進してまいります。

第４ 推進状況の点検・評価

毎年度、実施計画を策定・公表し、計画の推進状況を取りまとめるとともに、当該

年度の取組内容や成果を明らかにし、適切な進行管理を行います。

また、推進状況の点検・評価結果を、次年度以降の改善等に生かすとともに、計画

の実施過程においては、社会・経済情勢の大きな変化や国の制度改定など教育を取り

巻く状況の変化に応じて、計画の適時・適切な見直しを行います。



小学生が専門高校生といっしょにハンダ付け体験（ものづくり教室）

第２期あきたの教育振興に関する基本計画

平成27年３月策定

秋田県教育庁総務課

〒010-8580 秋田市山王三丁目１－１ 県庁第２庁舎

電話０１８－８６０－５１１２ ＦＡＸ０１８－８６０－５８５１

■秋田県教育庁総務課のホームページに計画を掲載しております。

（http://www.pref.akita.lg.jp/kyosomu/）


