
     大東市教育大綱

　　　　　令和４年度版    

実　施　計　画



担　当

令和４年度　大東市教育大綱実施計画

教育研究
所

◇授業改善研に伴う校内研修の実施回数
　（目標値）６回／校
◇「学校訪問指導」の実施（教育研究所全研究員の全校訪問）
◇学力向上先進地視察研修の実施
◇大東教員自主的研究会支援事業に係る研修会（１０回）
◇大東教員さぁ～くる「DASH」の実施（月１回程度）

○教育研究所NEWSにて４つのキーワードについて発信し、各校にお
いて授業改善の視点を共有できた。
○経験年数の少ない教員に対して、指導主事が指導助言を行い、授
業改善を推進することができた。
●４つのキーワードについて、授業改善でどのように意識するのかが
抽象的であり、その具体的な視点を明確にする必要がある。

◎全教員が児童生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、
「だいとう教育ビジョン」４つのキーワード「意図する・ゆだねる・見取る・つ
なげる」を意識した授業改善を行う。

◇市教育研究フォーラムにおいて「だいとう教育ビジョン」の活用ポイント
を説明し、活用研修を実施する。（全教職員対象）

○全校で実施した授業改善研究会では「だいとう教育ビジョン２０１９」
を活用した授業改善研究会を実施した。（小中20校全校 各校3回以
上）
●「だいとう教育ビジョン２０１９」のチェックリストが非常に多く、すべて
の項目を意識した授業づくりが難しく、新教育ビジョンにおいてその改
善が必要である。

◎学習指導要領に則した教員の確かな関わりによる授業づくりなど、市全
体の教育の方向性を揃える取組として、新教育ビジョン「だいとう教育ビ
ジョン２０２２」の活用ポイントを市教育研究フォーラムで実施する。

◇教職員の授業力向上に向けた研修の促進として「大東教員スキルアッ
プ講座」の開講する。（年２４回）
◇学力向上先進地視察研修の実施

② 魅 力 あ ふ
れる教職員に
よる授業改善
のための研究
体制の構築

教育研究
所

① 学 力 向 上
の推進と学習
習慣の定着

◇「言語活動の推進をめざして（案）～各教育分野の研究とともに～」の
テーマで教育研究フォーラムを開催する。（全教職員対象）
◇各教育諸問題について研究を深める場とするために、分科会を８講座
開講する。（全教職員対象）

○「大東教員スキルアップ講座」や授業改善研究会等で交流した内容
を『教育研究所NEWS』を発行し、市全体で共有した。（年間２３回）
●新型コロナウィルスによる研修延期や開催方法をオンラインに変更
した研修もあり、予定通りの内容を実施することができなかった。

◎大東市教育研究フォーラムにおいて、言語活動の推進に関する市とし
ての方向性を確認するとともに、教育について市民・保護者とともに研究
する場とする。

○「学校活性化計画」に基づいて各校の「付けたい力」について把握
することができ、学校と市教委が同じベクトルを向いて授業改善を行う
ことができた。
●「付けたい力を見取る」テストの交流において、校種を超えての交流
を行うことができなかった。

◎各校では、学力向上を目的とした「学校活性化計画」を作成し、新教育
ビジョン「だいとう教育ビジョン２０２２」と連動させることで、各校の教員一
人ひとりが児童生徒に「付けたい力」を意識した授業改善を行う。

◇教職員の授業力向上に向けた研修を促進する。
・学力向上担当者の悉皆研修実施（年８回）
　内、学校訪問での研修（３回）
・「学校訪問指導」の実施（教育研究所全研究員の全校訪問）

○「大東教員スキルアップ講座」において、学力向上担当者同士のつ
ながりができ、校種を超えての交流を図ることができた。（年間20回）
○「学校訪問指導」において、学校のニーズに合わせてスキルサポー
トチーム員を派遣し、授業者個人や管理職に具体的な指導・助言がで
きた。（年間75回）
●「大東教員スキルアップ講座」において、授業・保育実践研修で学
校行事等が重なり、参加者が少ない講座があった。（2回）

◎各校が授業力向上を柱に、学力向上担当者を核として学力向上を推進
するため新教育ビジョン「だいとう教育ビジョン２０２２」に基づいた授業改
善を行う。

◇府及び市の配付教材の活用を奨励する。
◇タブレットドリル等を活用した反復学習などを推奨する。
・長期休業日でのタブレット端末全校持ち帰り

○補充学習や家庭学習において、タブレットドリルを活用した反復学
習が増えた。（小中20校全校）
○「付けたい力」を見取るテストや反復学習等で「大東ステップアップ
学習」教材を活用。（小中20校全校）
●全国学力・学習状況調査の家庭学習習慣の質問において、「家庭
学習を全くしていない」と回答した児童生徒の割合が20％程度いた。
（全国に比べて２倍程度）

◎大阪府・大東市提供の教材等やタブレットドリル等を活用による個に応
じた学びの保障を推進し、基礎的・基本的な内容について、児童生徒
個々に確実な習得を図る。

◇市図書館と連携し、「図書館を使った調べる学習コンクール」への参加
について、目標を２０校とする。

○新型コロナウィルス感染症対策として２２学校園とオンラインでつな
ぎ、授業等におけるＩＣＴの効果的な活用について共有することができ
た。
●市民、保護者とともに教育について考えることがフォーラムの趣旨
であるが、市民、保護者の参加が難しい状況となり、教職員のみの開
催となってしまった。

◎言語教育推進事業として、市内全小・中学校に学校図書館担当教員を
配置し、児童生徒の言語活動を推進する。

重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

重点１．学力の向上
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担　当

重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

重点１．学力の向上

◇外国語活動や英語教育に携わる教職員が真に求める内容の研修を計
画し、市全体の指導力向上を図る。
◇加配教員が市内各校をつなぐコーディネーター的役割を果たし、指導・
助言できるような体制を構築する。
◇外国語活動・英語教育担当者に向けて資料提供をする。
◇小学校外国語専科指導、小中連携教科指導、英語コーディネーターの
各英語加配教員を中心とした、英語教育推進研修を実施する。
◇加配教員による授業公開を推進する。

○小学校において質の高い外国語活動や英語教育を進めるために、
専門性の高い中学校教員からのアドバイスを取り入れる機会を増や
すことができた。
●コロナ禍において、実際の授業を参観し、子どもたちが学ぶようす
や授業における指導者の工夫を学校間で学ぶ機会は、減少した。

◎令和２年度の小学校に続き、中学校においても全面実施となった新学
習指導要領に則り、発達段階に応じた外国語活動・英語教育の充実を図
る。

③体力・運動
能力の向上

④ 小学校か
らの英語教育
の推進と中学
校 英 語 教 育
の充実

指導・人
権教育課

指導・人
権教育課

◇評価の在り方及び言語活動の充実について、市教育委員会主催の研
修等を通じて丁寧な周知・啓発を行う。
◇英語加配教員による、実践報告及び各校での取組みを共有する。
◇学期に２回以上のAETミーティングを開催し、各校とAETとの円滑なコ
ミュニケーションが進むよう、橋渡しの役割を市教育委員会が担う。

○授業の効果的な進め方や指導上の留意点、評価のポイントについ
て、他校の教員と情報共有できた。
●小学校における外国語活動及び英語教育の指導者とAETの打合
せ時間の確保が難しい。

◎小学校５・６年生における外国語授業の教科化３年目を迎えるにあた
り、観点別学習状況の評価を、すべての教員が適切に行い、児童の学習
意欲を高める。
◎市教育委員会としてAETの安定的な配置に努めるとともに、評価の在り
方及び言語活動の充実について、参加者の疑問を解消できるようなニー
ズに合った研修を計画する。

◇大東市版英語検定の取組み充実に加え、補助対象でない英検につい
ても準会場としての参加等を促進する。
◇前年度の末時点で、次年度中学３年生となる学年に向けて案内を配付
し、第１回の英検への参加も促す。その際、公立高校選抜においても優遇
措置があることをPRする。

○大東市版英語検定について、令和２年度に実施できなかった中学３
年生全員が対象の「Hop検定」を実施することができた。
●年度末時点で、英検３級以上取得率が２２．８％となっており、前年
比０．６％の伸びにとどまった。

◎中学３年生の英検３級以上取得割合について、令和４年度の目標値２
４％を達成する。

◇中学３年生を対象に、第２回英検（３級・準２級・２級）の補助につなが
る、大東市版英語検定（Daito English Trial）「Hop検定」「Step検定」「Jump
検定」を実施する。
◇１学期から各校での英語教育の推進について指導主事が確認を行い、
英検受検を促す。

○英検合格率が、昨年度よりも３級で５７．９％から５９．５％に１．６ポ
イント上昇し、全国の平均合格率を上回った。
●全体的には合格率が４９．８％となり、昨年度よりも７．３ポイント下
がった。

◎英語力向上の指標となり、英語学習のモチベーションにもつながる英検
取得率の向上を図る。
◎中学校ごとに受検者数の増減が毎年激しいため、学校として年間計画
に位置付けて、ミニ英検などの取組を計画するなど、意欲の向上を図る。

◇繰り返し英語の音声や文字に触れることにより、子どもたちが楽しみな
がら自然に英語を学習していくことができるよう、「DREAM」の意図すると
ころや指導のポイントを、毎月の指導主事による学校訪問等を通じて経験
の少ない教員に指導・助言する。
◇大阪府公立小学校英語学習６カ年プログラム「DREAM」の効果的な活
用事例を他市の取組みも参考にして、各校に紹介する。
◇市教育委員会の指導主事が各校の授業を参観しての指導・助言する
機会を増やす。

○全小学校の全学年で「DREAM」を活用し、授業の動画を見て学ぶ
機会を設定するなど、英語教育のさらなる推進を図ることができた。
○各校において、「CAN-DOリスト」の作成と見直しを進めることができ
た。
●４技能のうち、「話す」技能を伸ばすためのスピーキング活動につい
ては、コロナ禍において制限される時期が長く続いてしまった。

◎小学校では、引き続き全学年で「DREAM」を活用し、小学３年～中学３
年までの７年間を見通した「CAN-DOリスト」を確実に実行することで、コ
ミュニケーション力の基となる「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能を育成
する。３学期に全小学校で実施する市教育委員会作成のアンケート項目
「外国語の勉強は好きだ」の肯定的回答の児童割合８５％をめざす。

◇大阪府や全国の数値と特に大きな差がみられる瞬発力や持久力を向
上させるためのウォームアップや活動を、日頃の授業や体つくり運動に意
識して取り入れる。
◇他の種目と比較して大きく数値が低い種目については、指導者が正し
い測定方法を認識しているかを確認する。
◇５月までに現状の数値分析を行ったうえで、各校で体力づくり推進計画
（アクションプラン）を作成し、どの項目をどのような活動を通じて、何ポイ
ント向上させるかを明確化する。
◇児童生徒の運動能力を正確に計測できるよう、小学校では毎月、中学
校では学期ごとに行われている市体育研究会とも連携して、正しい調査
方法や指導のポイントを全体で共有する。

○小学校「上体起こし」、中学校「握力」「ハンドボール投げ」の項目で
大阪府の数値を上回った。
〇小学校「長座体前屈」「立ち幅跳び」、中学校「握力」について、令和
元年度より改善がみられた。
●コロナ禍による外出制限等が影響し、全体的には体力の低下がみ
られた。

◎４月から７月の間に各校で実施される「全国体力・運動能力等調査（小
５・中２）」について、大阪府並びに全国の平均値を上回ることをめざす。そ
のためにも、体力づくり推進計画（アクションプラン）を見直し、目標を明確
にして取組みを各校で工夫する。

◇取組みありきではなく、まず現状分析からめざすべき子どもたちの姿や
目標を学校全体で共有する。
◇休校や部活動の休止の際にも、家庭内で取り組むことができる体力向
上プランを研究し、広く周知する。
◇新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて、府教育庁からのマニュ
アルで認められる内容を確認しながら、体育の学習を実施する。
◇マラソン大会や縄跳び集会など、基礎体力向上に関する行事やそれに
向けた取組みを実施する。

〇接触機会を減らす工夫を考えながら、体育の学習やマラソン・縄跳
びなどの体力づくり運動を行うことができた。
●時期の変更や規模の縮小、時間の短縮などの感染症対策を行って
行事を実施することができたが、本番までの取組みにおける十分な運
動時間の確保ができなかった。

◎「健やかな体」づくりは、確かな学力とともに生涯にわたり必要な力であ
り、コロナ禍ではあるがコロナ禍だからこそできる体育学習や健康な体づ
くりを計画・実施し、取組みの工夫により引き続き体力・運動能力の向上
を実現する。
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担　当

重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

重点１．学力の向上

◎各校間が直接交流する研修機会を増やし、前年度に各校で培われてき
たノウハウの共有と連携の強化を進めるとともに、研修会だけでなく、教
員間の掲示板「ＴＳＰ」を充実させることにより、「だいとう教育ビジョン
2022」と連動したＩＣＴの活用を日常的・効果的に展開する。
◎教員のICT活用指導力の状況についての肯定的回答の割合９９％以上
をめざす。

⑤ ＩＣＴを活用
した教育の推
進

ICT 教 育
戦略課

◇授業公開時に学識経験者により授業参観、講評を実施する。
◇指導主事及び専門員による全校への訪問指導を行う。

〇学識経験者やＩＣＴ活用教育アドバイザーによる授業参観及び指導
助言を行うことにより、効果的にＩＣＴを活用した授業づくりを進めること
ができた。
●人員体制により、全校への訪問ができなかったこともあり、モデル
校等をはじめＩＣＴの活用が進んでいる学校とあまり進んでいない学校
との差が生じつつある。

◎ＩＣＴの活用が進んでいない学校への授業参観を強化するとともに、授
業参観を行った学校以外の教員も指導助言の内容を共有できる環境を整
えることにより、全校での授業改善を推進する。

◇情報教育担当者研修会を全９回開催する。
◇各校の授業、取組みを学識経験者が参観し、指導助言を行う。
◇中学校区単位での情報交換を進め、小学校中学校が連携した取組み
を推進する。
◇教員間の掲示板「ＴＳＰ」の充実。
　・「ICTを活用した授業実践シート」への掲載の増加（200授業）
　・研修動画や授業づくりに役立つ情報の提供
　・「だいとう教育ビジョン2022」との連動

〇情報担当教員を対象とした研修会（年11回）を実施することにより情
報担当者のスキル向上を図ることができた。
〇研修内容の動画や取組発表をした学校の情報をデータで各校の教
員に提供することにより、各教員が直接情報を共有し、校内で活用す
ることが可能となった。
〇チーム員等の訪問指導に加え、掲示板「ＴＳＰ」を開設したことで、教
員間、教員と教育委員会との情報共有も進み、各教員の指導力の底
上げにつながった。
●コロナ禍の影響もあり、オンライン研修が多かったので、各校間が
直接情報交換を行う機会が少なかった。
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担　当

① い じ め 見
逃しゼロ宣言

指導・人
権教育課

◇いじめ対応担当教員連絡会（年３回）を行い、各校のいじめ対応の窓口とな
る教員に、積極的認知や早期の組織対応等、いじめ対応の基本を周知する。
◇いじめ問題対策連絡協議会（年１回）を行い、関係諸機関との連携の重要性
を周知する。
◇各校における教育相談や丁寧なトラブルへの指導、日頃の信頼関係づくり
について指導・助言する。
◇児童・生徒からの相談を受けやすい、信頼に基づいた学校体制づくりの構
築する。

○いじめ対応担当教員連絡会では、いじめの定義や捉え方に
ついて、各校における周知方法の工夫を情報共有したり、ネット
いじめの具体的な事例検討やいじめの未然防止の取組みにつ
いて討議することができた。
○年度末時点のいじめ認知件数は、小学校が１４８９件（昨年
度：１５０６件）、中学校が１６５件（昨年度：１７７件）と小・中学校
ともに、積極的認知が定着している。
●経験の少ない教員について、具体的な児童生徒への指導や
保護者との対応について、一人で抱え込んでしまうケースもあ
る。

◎いじめの定義・捉え方を全教員が正しく理解して、迅速に初期対応を進め
る。インターネット上のいじめなど、最新の情報についてもアンテナを高く把握
できるよう、教員個々のいじめに関する意識を高める。
◎いじめへの対応や未然防止の取組みについて、校内の全教員が理解し、理
解しているであろう内容を担当教員が確認するシステムを構築する。
◎そもそもいじめを起こらせない、いじめを許さない学校の風土づくり、児童生
徒同士で相談しやすい集団づくりの取組みをさらに充実させる。

◇いじめ事案の初期対応や機関連携について助言を行う。また、警察OBが定
期的に学校を訪問する。
◇警察OBやスクールロイヤー（SL）によるいじめ防止教室を実施する。
◇組織的対応が求められるいじめ事案について、警察や子ども家庭センター
等の関係機関、スクールカウンセラー（SC）やスクールソーシャルワーカー
（SSW）、SL等の専門家への相談を行う。

○警察OBによる学校訪問は、年間延べ２０７回を数え、各校か
らの緊急の依頼による派遣により、いじめ事案の早期解決につ
いて助言することができた。
○警察OB・SLによるいじめ・非行防止教室を延べ７校で実施
し、また警察や少年サポートセンターによる非行防止教室も全
小学校で実施することで、児童生徒のいじめに対する意識向上
を図ることができた。
○SSWとSCの情報交流会を実施し、指導主事がSC・SSWの活
用について全校訪問して周知した結果、小学校配置SSWの中
学校での活用が増加した。
●福祉の視点からのSSWの中学校でのさらなる活用、法的なア
ドバイスが必要と思われる事案についてのSL相談の推奨を継
続し、いじめの組織対応をさらに進める。

◎関係機関や専門家との積極的な連携により、いじめの未然防止及び組織的
な対応を進める。
◎通信業者や各団体が提供している情報モラルに関する啓発教室を小学校
低学年でも実施できるか検討するなど、児童生徒並びに保護者へのいじめ理
解をさらに進め、ネットいじめの未然防止に努める。

◇アンケートで発見することができたいじめ事案について、丁寧な聞き取りや
対応を学校組織として計画し、その後の様子についても見守りを継続する。
◇「いじめ防止対策推進法」に定義されているいじめについて、加害とされる保
護者にも正しい理解を進める。
◇いじめの早期発見・早期対応を目的に、全児童生徒を対象とした市教育委
員会作成の「学校あんしん生活アンケート」を２学期に実施する。
◇アンケートの結果分析に基づいて、各校のいじめの傾向を周知し、教員・保
護者のいじめに対する意識向上を図る。

○アンケートの回収率は、小学校で９８．７％、中学校で９６．
３％であり、いじめを訴えた児童生徒数は、小学校で８９２人（１
６．６％）、中学校で８１人（３．０％）となり昨年を下回った。
○アンケート結果と分析を各校へ周知し、全保護者に向けての
書面周知を行った。
●アンケート以外の方法での、日々の子どもたちとのかかわり
の中でのいじめ認知について、二者懇談等の取組みを広げる
必要がある。

◎些細な行為と思われるものであっても、予期せぬ方向へ推移し、いじめ重大
事態に至ってしまうこともあるという事実を周知し、引き続き「いじめ見逃しゼ
ロ」をめざす。

令和４年度　大東市教育大綱実施計画

重点２．安全・安心な教育環境の推進
重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標
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担　当

重点２．安全・安心な教育環境の推進
重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

② 不登校の
未然防止、学
びの支援

学校管理
課

◇学校から報告を受けた後、緊急性に応じて適宜修繕などの対策を講じてい
く。
◇老朽化による著しい機能の劣化（コンクリートのクラック、剥離など）が見られ
る大東中学校校舎外壁の改修工事を実施する。

○小学校１２校の転落防止柵設置工事が完了。加えて、安全点検の結
果を受けて、適宜修繕など必要な対策を講じた。それにより、児童生徒
が安心して学ぶことができる教育環境づくりに寄与することができた。
●今後長寿命化改修工事を計画的に実施していくものの学校施設の
老朽化は顕著であり、これからも児童生徒の目線に立ち、また多様な
行動等も考慮して継続的に安全点検を実施していく必要がある。

◎他市において防球ネット支柱の倒壊や天井ボードの落下など校舎の内外で
事故が発生しており、それらの事故の発生を未然に防ぐため、本市でも継続し
て安全点検を実施していく。点検にあたっては、通常の使い方に加えて児童生
徒の目線に立った安全点検を実施し、子どもたちが安心して学校生活を送るこ
とができる教育環境を確保する。

◇令和３年度に整備を予定していた中学校４校（住道・四条・北条・諸福）の体
育館に空調機を設置する。
◇残りの中学校４校（南郷・深野・谷川・大東）の体育館に空調機を設置するた
め、設計業務を実施する。

○体育館の空調機整備について、補助金の申請が不採択となったた
め、令和３年度に予定していた設置工事は実施しなかった。
●「石油ガス災害バルク等の導入事業費補助金」の第１優先採択の基
準となる「国土強靭化地域計画」が本市では未策定であったことが、不
採択となった主たる要因であった。令和４年度に改めて整備をしていく
にあたっては、補助要件はもとより国の予算関連の動きなどについても
適宜情報確認を行い、併せて庁内関係部署とも連携を強化し、補助金
の申請が確実に採択されるよう努めていく。

◎災害避難所となる際の、避難者の生活維持を図ることを主たる目的として、
中学校の体育館に空調機を設置する。

◇９月に「大東市通学路安全推進協議会」を開催。道路管理者や警察などの
関係機関とともに合同点検を実施し、必要な対策について協議を行う。その結
果を受けて、関係機関に対して改善要望を行い、早期に具体的な安全対策が
実現するよう努めていく。

○通学路の安全確保について、他市において下校中の児童が巻き込
まれる痛ましい事故が発生したことを受け、本市でも例年よりスケ
ジュールを前倒しして協議会を開催した。それにより早期に具体的な通
学路の安全対策を実施することができた。
●引き続き関係機関と連携を図る一方で、ホームページなどによる本
取組みの周知活動を通じて地域の方々にも情報提供を呼びかけ、一
層充実した通学路の安全対策に取組んでいく必要がある。

◎子どもたちが安心して通学できるよう、子ども安全見守り隊や道路管理者、
警察などの関係機関と連携を図り、且つ昨年度と同様にスケジュールを前倒し
して、引き続き通学路の安全確保に取り組んでいく。

◇「大東市小中学校長寿命化計画」に基づき、令和４年度から２か年をかけて
住道南小学校と南郷中学校２校の長寿命化改修工事を実施する。外壁や屋
上防水、内部改修など主要な改修項目に加えて、学校からの要望に基づく改
修も行い、教育環境の質的な向上を図る。また、次に長寿命化改修工事を予
定している四条北小学校他１校の設計業務を実施する。
◇老朽化している中学校３校（深野・北条・谷川）の空調機更新工事を行い、子
どもたちが快適に学べる教育環境を確保する。同時に、空調機が未整備だっ
た一部の特別教室についても新たに空調機を設置する。
◇老朽化が著しい深野中学校トイレの改修工事を行う。主な内容として、湿式
から乾式への床の更新、大便器の洋式化などを行う。

指導・人
権教育課

○令和４年度からの長寿命化改修工事に向けて住道南小学校
と南郷中学校２校の設計業務が完了した。
●長寿命化改修工事は、予算規模あるいはその多岐に亘る改
修項目の面からもみてもかなり大がかりな工事となるが、学校
施設・設備の老朽化が進む中、適切に計画の進捗管理を行って
いくためにも、関係課と連携しつつ一層推進体制を整備していく
必要がある。

◎学校施設については、構造体の耐震工事は完了しているものの、多くの建
物が築４０年を超え、施設・設備の老朽化が顕著となっている。長寿命化改修
工事などを実施することにより、非構造部材の耐震化あるいは施設の老朽化
などの諸問題を解決する取組みを推進するとともに、教育環境の質的向上に
も取り組んでいく。

③ 学校施設・
設備等の安
全性の構築

◇ICTのさらなる活用や民間フリースクールとの連携方法に関する情報提供な
ど、すべての児童生徒がなんらかの学びに前向きにアクセスできている状況と
なるよう、各校へ情報提供並びに理解を進める。
◇SSWによる福祉の視点からのアドバイスや医療機関との連携など、不登校
の状況に応じて、学習できる環境を設定するため、多様な支援のアプローチを
重層的に構築する。
◇教育支援センター「ボイス」における、民間スタッフの経験や視点に基づいた
学習環境を整備する。
◇フリースクール等の民間施設での学習や、家庭と学校とのICT活用に関する
ガイドラインの積極的な活用を促す。

〇教育支援センター「ボイス」におけるWi-fi環境を整備し、児童
生徒に貸与しているタブレット端末を利用して、学習課題に取り
組むことができた。
〇教育支援センター「ボイス」の登録者数は、昨年比１７３％と増
加した。延べ登所者数も昨年比１９４％であった。また、民間人
材が運営に携わる以前の令和元年度と比べ、１日当たり登所者
数が２６０％と増加し、利用者のニーズに合ったプログラムを提
供することができた。
●年度末時点で、小学校の不登校児童数６７名、中学校の不登
校生徒数１５８名となっている。

◎「教育機会確保法」の趣旨に則り、教育支援センター「ボイス」など学校以外
の場における学習活動への接続についても保護者に理解を促し、不登校児童
生徒の学習機会を保障する。多様な学びへのアクセスに全くつながることがで
きていない児童・生徒の割合について、千人率２０‰以下をめざす。

◇児童生徒理解研修として、各校の不登校対応担当教員向けの研修を実施
する。（年３回）。
◇スクールカウンセラー（SC)、スクールソーシャルワーカー（SSW)等が参加し、
専門的な知見を不登校の未然防止や対応に生かす、効果的なケース会議を
提案する。
◇すべての児童生徒を対象に、不登校の可能性を早期発見するため、全小・
中学校でのスクリーニングシート活用を推進する。

○魅力ある学校づくりの取組みが、不登校の未然防止につなが
るという考え方が浸透し、一人ひとりの児童生徒にとって居心地
のよい場所や時間の設定、安心できる環境や信頼できる教職員
との関係づくりの重要性について、研修を通じて理解が進んだ。
●不登校の未然防止に役立てるためのスクリーニングシートの
活用については、小学校９校、中学校７校での活用となり、全校
での実施に至っていない。

◎家庭環境の変化や学校生活にうまくなじむことができないなどの理由から、
登校したくとも登校することができない、不登校の状況となることを未然に防止
する。
◎コロナ禍による登校不安が理由での新規不登校児童生徒も増えており、ICT
の活用等による友だちや教職員とのつながりを感じさせる取組みを推進する。
◎令和４年度に全小・中学校で実施されるQUアンケート調査の結果を分析し、
スクリーニングの考えに基づいた、組織対応を進める。
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担　当

重点２．安全・安心な教育環境の推進
重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

◇新型コロナウイルス感染症への継続的な対応を踏まえ、創意工夫により小
中栄養教諭・給食指導担当者の交流の機会の創出を図るとともに、地元産食
材の積極的使用や満足度の高い献立づくり、情報発信の充実等に取り組み、
給食指導の推進を図っていく。

○地元産食材の使用や献立の工夫に取り組み、食育指導の推
進を図ることができた。
●小学校から中学校へのスムーズな給食に繋げるための小中
学校間の更なる相互理解が必要。給食指導担当者会の内容を
工夫し、活発な意見交換や交流を深める機会を増やしていく必
要がある。

◎小中学校を通しての体系的、継続的な給食を柱とした食育指導のため、小
中栄養教諭・給食指導担当者会の意見交換や交流機会の創出等を図り、小
中学校の更なる相互理解を深めていく取組を推進する。

④ 給 食 を 柱
とした食育の
推進

学校管理
課

◇中学校給食の在り方検討の進め方について、庁内PT検討報告書や基礎調
査資料等を基に市教委内での協議の場を設け、秋までに市教委内での合意
形成を進める。その後、必要に応じて関係者間の意見聴取等を行い、今後の
給食実施方式について今年度中に、市としての方向性を打ち出していく。

○中学校給食の在り方検討について比較検討作業を行い、検
討課題等が把握できた。
●中学校給食の在り方について一定の方向性を出していく上で
は、更なる論点整理が必要。

◎中学校給食の在り方検討の方向性について、庁内PTでの検討で取りまとめ
た各実施方式の事業課題や論点整理を踏まえ、意見形成に向けた協議を進
め、今後の中学校給食実施方式について一定の見解を導き出していく。

◇住道南小学校給食室の改修については、１０月までに工事業者を決定し、ド
ライ方式給食室への全面改修工事が令和５年度に円滑実施出来るよう、必要
な準備を進めていく。
◇四条北小学校給食室及び諸福小学校給食室の改修について、令和５年度
以降に実施予定の長寿命化改修工事の中で進めるべく、今年度に設計業務
に着手し、ドライ方式給食室への全面改修を進めていく。

○1番目となった住道南小学校給食室改修の設計業務を通じ
て、ドライ方式給食室への改修に関し、他校に共通する問題・課
題点が把握できた。
●各小学校給食室の老朽化が進行しているので、大規模改修
までの維持補修が必要。
●各小学校給食室の面積が狭いため、法令基準を満たすドライ
式給食室へ改修するためには創意工夫が必要。

◎小学校給食室をドライ方式給食室へ順次改修していくため、住道南小学校
給食室について、円滑改修に向けた準備を進めるとともに、四条北小学校及
び諸福小学校の給食室改修に向けて、設計業務を進める。
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担　当

重点２．安全・安心な教育環境の推進
重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

⑤ インクルー
シブ教育の推
進

指導・人
権教育課

◇支援教育コーディネーター研修を実施する。
◇支援教育研修（学習会）を実施する。
◇教育環境へのアドバイスを行う巡回相談を活用する。
◇各関係機関との連携については、保護者の意向と学校で可能な合理的配
慮の工夫、放課後等デイサービス等の民間施設との協力や、専門家による長
期的視野に立ったアドバイス等、それぞれの立場で子どもの最善の利益を追
求する中で、同じ方向を向いて子どもが混乱しないような体制づくりを進める必
要があるため、「支援学級担任のためのてびき」（２種）を発行する。

○支援教育コーディネーター研修や支援教育研修（学習会）の
内容や実施形態を柔軟に変更して、研修を開催することができ
た。研修において他校の取組みを参考にするなど、学校として
抱えている学級運営や環境整備の課題解決につなげることが
できた。
●様々なアプローチでの学校園に対する体制づくりのアドバイ
スをいただく中で、関係機関との連携や巡回相談で得られる効
果の周知をさらに進める必要がある。

◎全体性の視点からインクルーシブ教育を推進するため、市リーディングチー
ムとも協働しながら、各校園における校園長のリーダーシップのもと、ユニバー
サルデザインの観点での学校園づくりを通して、基礎的環境整備の一層の充
実を図る。また、多様化する教育課題に対しては、支援教育の観点を重視し、
チームとしての対応を徹底する。

◇就学・進学相談（保護者教室）を実施する。
◇支援学校による相談事業を活用する。
◇継続的に検査を実施する発達相談を活用する。
◇言語相談や機能訓練等において福祉部局と連携を図る。
◇確実な引継ぎ及び情報管理を徹底する。

○コロナ禍における急な予定変更が多かったものの、幼稚園に
おける発達相談依頼には、１００％対応することができた。
○支援学校の相談事業について、各校園で積極的な活用が増
加し、教員の専門性が向上した。
●小学校・中学校での発達相談については、次年度の実施とな
るケースもあった。

◎個別性の視点からインクルーシブ教育を推進するため、福祉部局や専門家
からの指導・助言も活用し、個々の教育的ニーズを把握したうえで、将来の自
立や社会参加に向けて、状況に応じた適切な指導及び支援の充実、並びに合
理的配慮の提供を行う。また、発達相談申し込みへの年度内対応率９０％以
上をめざす。
◎学校体制の丁寧な説明と学校相談日での対応により、令和４年度の小学校
での支援学級席児童数は、前年度より４６人の増加となった。途中入級も多く、
支援が必要な児童の保護者に対する正しい理解を今後一層、進める必要があ
る。そのためにも、福祉部局や専門家との連携を深める機会を増やす。
◎引継ぎについて、新たな担当者を含めて全教職員が徹底できるような具体
策の情報発信を行う。
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担　当

◇地域教育協議会主催行事内容の検討するとともに地域教育協議会主催行
事を年１回実施する。
◇学校支援コーディネーター、学校支援ボランティアを核とした、学校・家庭・地
域の連携を推進する。

○コロナ禍により、当初計画していた事業内容から規模の縮小
や中止を余儀なくされたが、改めて、これまで実施してきた活動
内容において再検討を行う機会となった。また、学校・家庭・地
域が連携を強化していく上で、改めて地域教育協議会の活動が
必要不可欠であることを再認識することができた。
●コロナ対策により3密を避けるなどの感染症対策を十分に行う
必要があったため、結果的に多人数で実施する取組みは実施
することができず、計画どおりに進めることができなかった。

◎各校区における地域教育協議会主催行事について、学校と地域が協同し、
子どもたちの活躍できる機会や場を設定することで、地域とともにある学校づく
りを推進する。

企画・教
職員課

企画・教
職員課

◎各校区において学校運営協議会委員を推薦・任命し、第１回学校運営協議
会を開催する。
◎前年度のモデル校区については、年間を通じて計画的に学校運営協議会を
複数回実施し、校区における取組みの検討を行う。

③ 教職員が
教育の質を高
める環境づく
り

② 地 域 に 開
かれた信頼さ
れる学校づく
り

○全中学校区において、9年間を系統立てた各教科のカリキュ
ラムが作成できた。今後は、9年間を見据えた計画的な教科指
導が期待できる。
○教科担任制の実施状況については、各小学校間において若
干の差はあるものの発展的に前進している。
○これまで継続して研修等を行い、取組みを進めてきたことで教
職員が小中一貫教育に対して積極的に向き合う姿勢が見られ
るようになってきた。
●コロナ禍において、小中一貫教育推進会議の開催が困難で
あり、取組みが円滑に実施することができなかったため令和４年
度から実施できる体制は整えたものの、より効果的な取組みと
するため、今後も継続して効果的な体制づくりに努めていく必要
がある。
●コロナ禍により、集合型研修を実施することが困難となった事
からオンラインで実施する機会が増えた。

◎めざす子ども像を基に作成した各教科のカリキュラムに基づいて取組みを進
め、効果検証を図りながら、さらに効果的なカリキュラムの構築に努める。
◎小学校における教科担任制について、専科指導教員を中心に各校の実態に
合わせて実施する。
◎各校区における児童生徒交流の場を設定することで、子どもたち自身の小
中一貫した取組みを推進する。
◎小中一貫教育による効果検証とその必要性について、定期的に教職員研修
等を実施し、教員の意識の向上を図る。

○４月当初に保護者宛てに「留守番電話の設置に伴う対応につ
いて」の依頼文書を送付する際に、教職員が心身ともに健康を
保ち、児童生徒と向き合う時間を確保できる質の高い教育環境
を持続させる観点から、様々な学校の働き方改革の取組みを進
めていることを伝え、理解いただくように図った。
●留守番電話や校務支援システムの導入などにより、業務改善
を積極的に図っているが、コロナ禍による業務が増大したことで
新たな対応が必要となったため、業務改善にまで至っていない
状況にある。

令和４年度　大東市教育大綱実施計画

重点３．開かれた魅力ある学校づくり

◎留守番電話機能、校務支援システムの導入による効果検証を時間外勤務時
間で把握し、時間外勤務の縮減に努める。
◎全校一斉閉庁日の設定や一斉退勤日を設定するなど、各校において教員が
年休取得しやすい環境づくりを行い、教職員各自が年休５日以上取得するよう
努める。

重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

① 小中一貫
教育の推進と
発展

企画・教
職員課

◇学校運営協議会委員を推薦・任命し、第１回学校運営協議会にて動画によ
る情報提供を行う。
◇各校区による学校運営協議会を年間３回以上開催し、地域ととにある学校づ
くりを推進する。

○これまでの学校協議会が廃止となり、新たに学校運営協議会
が全中学校区に導入されることとなるが、モデル校区導入の際
に生じた問題点を踏まえ、今年度中に、次年度の導入までの流
れを示すことができた。
●新たな取組みということで、導入までに長い時間を要してしま
い予定していた回数が開催できなかった。

◇各教科について、9年間を系統立てたカリキュラムを実施する。
◇小学校高学年において教科担任制における教科指導を２教科以上実施す
る。
◇各校区における「アクセスプラン」、「あいさつ運動」などの児童生徒交流を年
間１回以上実施する。
◇Teamsによるオンライン会議形式を含めた小中一貫教育推進会議を年間３
回以上実施する。

◇毎月、全教職員の時間外勤務時間の把握し、時間外勤務時間が少ない学校
の事例を共有する。
◇教職員の年休取得状況についての調査を行う。
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担　当

重点３．開かれた魅力ある学校づくり
重点
大綱

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

ICT 教 育
戦略課

◇Microsoft社のTeamsやFormsを活用して児童生徒のタブレットＰＣに連絡事
項（宿題）やアンケートを配信する。
◇タブレットやスマートフォンにより、保護者へのお知らせや保護者からの欠席
連絡をすることができる保護者向け連絡機能を活用する。
◇保護者に対する講演やＧＩＧＡスクール構想に関する説明の場を設けるなど、
インターネット以外での学校の情報を発信も進める。

〇ＩＣＴを活用することにより、紙媒体以外の保護者に対する情
報提供の選択肢が広がり、ペーパレス化、業務の効率化が進ん
だ。
〇コロナ禍の影響で保護者等の来校が制限されるようになった
際に、体育祭の動画を配信するなど、情報発信の多様化につな
がった。
●保護者向け連絡機能については、令和４年度から本格的に
導入されるものであるため、今後効果的な活用について検討す
る必要がある。

◎Microsoft社のTeamsや保護者向け連絡機能の有効な活用方法の検討を進
め、ペーパレス化を推進するとともに、より効果的、効率的な学校の情報発信
に取り組む。

◇学校が独自に作成しているホームページのポータルサイト「大東学びあい
ネット」の運用。
◇教育委員会からもYouTubeなど積極的に各校の情報を発信する。

〇各校のホームページなどを通じ、各校における日々の学校生
活の状況をタイムリーに発信した。

◎各校のホームページなど、様々なツールを通じて、タイムリーに学校の情報
や子どものがんばりを積極的に発信し、多くの市民に学校への関心を深めても
らう。

④ 学校情報
の発信
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担　当

重点４．徹底的家庭応援

令和４年度　大東市教育大綱実施計画

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

重点
大綱

家庭・地
域教育課

② 家庭教育
を応援する環
境づくり

家庭・地
域教育課

◇相談・訪問チームのメンバーを募集する。
◇相談・訪問チームの活動については、チーム会議で話し合って決める。

◎様々な関係機関や地域住民と連携協働しながら家庭教育支援の充実を図
る。また、会議の開催について、様々な手法で開催できるよう検討する。

◇連携協働体制の充実を図るために各種関係機関との意見交換会を開催す
る。

●コロナ禍によってイベント等の開催が中止となる中、どのよう
に家庭教育支援事業を取り組んでいくかが課題である。

◎コロナ禍であっても事業が実施できる工夫を講じる。

●新型コロナウイルス感染症の影響により地域住民で構成して
いる相談・訪問チームの活動を中止したため、地域での「いくカ
フェ」開催ができなかった。
●相談・訪問チームの活動を全校区同一にしているため、地域
ごとの課題に応じた対応ができていない。

◎各校区ごとの課題を整理して、校区に応じた相談・訪問チームの活動方針
を掲げる。

◇学校内でのICT教育について保護者が学べる機会を「いくカフェ」で実施す
る。
◇保護者等が情報モラル教育について学べる機会を設ける。

○保護者の悩みやニーズに応じた家庭教育について学べる「い
くカフェ」を２回、「子育て講習会」を1回実施することができた。
●3月6日に「子育て講習会」を開催する予定であったが、コロナ
感染症の影響により中止となった。今後、新型コロナウイルス感
染症の影響に左右されない取り組みが必要である。

◎令和３年度の状況調査結果から保護者の気になる項目の改善に努める。
◎家庭教育について、保護者が学べる機会を増やす。

① 学 校 ・ 家
庭・地域との
連 携 協 働 の
推進

◇スクールソーシャルワーカーを週１回の担当小学校の勤務と相談・訪問
チーム員として保護者の支援活動を行う。また。ネウボランドだいとうで相談
支援を行い、家庭・学校・地域の橋渡しや関係機関との連携協働を図る。
◇スクールソーシャルワーカーの研修プログラムを作成する。

○家庭教育支援活動や学校、ネウボランドだいとうでの相談支
援などで、関係機関等と連携を図りながら適切に対応すること
ができた。
●学校・家庭・地域と連携協働を行うために核となって業務を遂
行するにはかなりの経験値が必要となる。そのためには新任ス
クールソーシャルワーカーの育成プログラムが必要である。

◎学校・家庭・地域との連携協働を図るためにスクールソーシャルワーカーが
橋渡しを行う。また、スクールソーシャルワーカーの人材育成を図る。

○CSWや支援員等が参加する意見交換や勉強会に参加するこ
とができた。（４回）
●学校・家庭・地域が連携協働を図るためには関係機関等との
つながりづくりが課題である。

◎学校・家庭・地域の連携協働により、人づくりの力を結集して家庭の教育力
向上を促進する。
◎関係機関との情報提供や意見交換会を行う機会を増やす。

◇小学１年生の家庭に家庭教育に関する不安や悩みを把握するために状況
把握調査を実施する。その後小学１年生の全戸家庭にアウトリーチ型支援
（家庭訪問・電話相談）を実施する。
◇学校から保護者に連絡するツールを活用して、状況把握調査を実施する。

○調査や訪問等を実施することで、保護者の不安や悩みを把握
し、アウトリーチ型の支援を行ったことで、早期に対応することが
できた。
●新型コロナウイルス感染症の影響により電話相談が多くな
り、顔と顔の見える関係性を築くのが難しい。

◎小学１年生の全家庭にアウトリーチ型支援を行い課題を早期に発見し、家
庭の教育力向上を促進する。
◎ICT機器を活用して保護者とのつながりをつくる。

◇開催場所・開催時間・開催する手法（オンライン型・サロン型）を工夫して実
施する。

◇学校・家庭・地域と連携協働を図るために「大東市家庭教育支援チーム設
置規則」に基づき、地域協議会、基幹チーム会議、相談・訪問チーム会議、プ
ロジェクトチーム会議を開催し、活動方針や状況把握等を重ねながら支援の
充実を図る。
◇会議については、オンライン開催を導入する。

○地域協議会１回、基幹チーム会議２回、相談・訪問チーム会
議４回、プロジェクトチーム会議５回を開催し、事業の進捗等を
確認しながら展開することができた。
●相談・訪問チームの会議については、新型コロナウイルス感
染症の感染状況に応じて会議を書面にて開催したため、チーム
員との交流が十分に行えなかった。
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担　当

重点４．徹底的家庭応援

令和４年度の取組予定内容 （◇）令和３年度の成果（〇）と課題 (●) 令和４年度の取組み目標

重点
大綱

④ 教 育 と 福
祉 の 連 携 強
化

家庭・地
域教育課

家庭・地
域教育課

◇相談者の状況把握と対応策を検討し、家庭教育支援事業や子育て支援施
策等に斡旋するなど、関係機関と連携を図る。
◇適切な支援先がない場合、家庭教育支援事業の範疇で提供できる支援策
を設ける。

〇保護者の相談に応じて、学校や関係機関と連携を図り、適切
に対応することができた。
〇「ネウボランドだいとう」での保護者からの相談で不登校の児
童生徒の保護者同士の集える場があればとの意見から家庭教
育支援事業として、保護者が気軽に集え、保護者同士が気軽に
話し合える「てぃーすたいカフェ」を開催した。
●相談内容が複雑化しており、関係機関との連携強化が必要で
ある。

◎子ども及びその保護者等の悩みに円滑に対応する。
◎SSＷが教員や各種専門職と連携を図り、福祉の専門的な見地から相談支
援を実施する。

◇「ネウボランドだいとう」の運営に関わっている部署と意見交換を図り、相談
者の支援体制を強化する。

〇子ども室の開催する会議に出席、教育委員会としての活動方
針や状況報告を行った。
●子育て世代包括支援センター「ネウボランドだいとう」の事業
実施要綱が未だ制定されていない。

◎教育委員会として「ネウボランドだいとう」での支援体制について事務局で
ある子ども室と検討する。

③ 親子の育
ちをまち全体
で応援する機
運の醸成

◇登録企業団体が独自提案で家庭教育を応援できる体制を構築する。
◇登録企業団体に家庭教育に関する情報を配信する。

○試行ではあるが、株式会社ノースオブジェクトとコラボレーショ
ンして「いくカフェ」を開催することができた。
○企業等に家庭教育についての情報を１８通「メルマガ通信（カ
ルガモ通信）」として配信することができた。
●新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて「いくカフェ」
が開催できない。（中止の判断が必要になった。）

◇家庭教育支援事業を活用する。
◇SSWが学校支援、家庭教育支援、相談支援を実施し、児童及びその保護
者の悩み等に円滑に対応する。
◇保健医療部、福祉・子ども部、教育委員会とそれぞれの役割を果たし、保護
者の同意を得て関係部署と連携協働を図る。

●ネウボランドだいとうとして就学前後の切れ目のない支援を関
係機関と連携協働で取り組んむ体制を整える必要がある。

◎就学に向けて切れ目のない支援を行うため、それぞれの役割を認識した上
で、関係部署と連携を図り支援体制を整える。

◇大東市家庭教育応援企業等登録制度の登録数を増やす。
◇「いくカフェ」や「子育て講演会」等のチラシやポスターに登録企業団体名を
掲載する。
◇登録企業団体が取り組んでいる家庭教育支援事業の紹介を市のホーム
ページに掲載する。
◇登録企業団体同士の交流会を実施する。

〇令和４年２月末現在１０５件の企業団体からの登録があった。
（登録企業団体にステッカーを交付）
○「いくカフェ」「子育て講演会」「子育て講習会」のチラシやポス
ターに登録企業団体名を掲載することができた。
○登録企業が実施している子育て支援事業を市のホームペー
ジに７件紹介することができた。

◎家庭教育応援企業団体登録制度を普及し、市内全域に家庭教育を応援す
る機運の醸成を図る。

◎登録企業団体と連携協働した事業を実施する。
◎広く家庭教育の重要性を発信する。

◇家庭教育に関する情報や家庭教育支援事業の取り組みについて、市の
ホームページや子育てアプリ、学校の情報発信ツールを活用して保護者等に
届ける。

○ホームページに掲載していた家庭教育支援事業についての
内容の充実を図った。広報誌に家庭教育支援事業の紹介を掲
載した。
○大東市教育委員会公式チャンネルにおいて、家庭教育支援
事業に関する動画を配信した。（３本）

◎様々な媒体を活用して家庭教育に関する情報を積極的に発信する。

11


