
 

 

 
10の 
基本目標 

１ 社会を生き抜く力の養成 

  変化の激しい社会を生き抜くことができるよう、確かな学力、豊か 

  な心、健やかな体から成る生きる力を、子ども一人一人に確実に身 

  に付けさせます。 

２ 小田原ならではの教育スタイルの確立 

   様々な教育的ニーズに応える支援体制や、地域で取り組む未来へつ 

  ながる学校づくり、豊かな自然環境や歴史・文化を生かした学習な 

  ど、小田原ならではの教育を推進します。 

３ 教育環境の整備・改善・充実 

   老朽化した学校施設の整備と改善を行うとともに、新たな時代に対 

  応したICT環境の整備に積極的に取り組みます。 

学校教育振興基本計画（概要版） 

 

 小田原市では、平成15年３月に策定した小田原市学校教育推進計画「おだわらっこ教育プラン」の

成果等を踏まえ、本市の実情に合った教育施策をより効果的に実施していくために、新たに「小田原

市学校教育振興基本計画」を策定しました。 

計画策定の趣旨 

３つの心（温かい心・広い心・燃える心）と３つの力（関わる力・学ぶ力・創る力）を持った 

未来を拓くたくましい子ども 

 
小田原市 
がめざす 
子どもの姿 

 

 

３つの 
基本方針 

小田原市 平成25年～29年度 

生きる土台としての 

確かな学力 

 

  

小田原市教育委員会  

                                     

●計画の範囲● 
教育委員会の所管する事務のうち学校教育を中心とする計画とします。 

●計画の位置付け● 

・教育基本法第17条第２項に規定する計画として策定します。 

・おだわらTRYプラン（第５次小田原市総合計画）の個別計画として位置付けます。 

●計画の推進にあたって● 
「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」を活用し、事務の改善をしていきます。また、本計画の期

間において達成すべき具体的な目標として、基本目標に対し指標を定め、着実な推進を図ります。 

多くの人々との関わりで

育まれる豊かな心 ●子どもの心身の健

康と基本的生活習慣

を育みます  

●規範意識の基礎 

を育みます 

●家庭で学習する 

習慣を身に付けさ 

せます 

●生涯学習の基礎・ 

基本を培います 

●教職員全員が情熱

と愛情を持って指導

力を発揮します 

●家庭、地域・社会

と連携し、子どもを

育成します 

●子どもが安心して

生活できる地域社会

をつくります 

●地域の特徴を生か

し、子どもを学校と

連携して育てます 

●地域の伝統文化を

子どもに継承します 

●学習環境の改善  ●学校、家庭、地域・社会の連携・支援  ●情報の収集と発信 

元気な心と健やかな体 

おだわらっ子の約束を実践 郷土を愛し、大切にする想い 

〒250-8555 小田原市荻窪300番地 TEL：0465(33)1671 FAX：0465(32)7855 

Mail：kyoso@city.odawara.kanagawa.jp 

＜小田原市学校教育振興基本計画は、小田原市ホームページ、小田原市教育委員会、市立小中学校等でご覧いただけます。> 

 



基　本　目　標 基　本　施　策 施　策　の　方　向 主　な　取　組 基　本　目　標 基　本　施　策 施　策　の　方　向 主　な　取　組

各校の実態や特色を生かした学力向上プランを推進します 支援体制の充実に努めます

授業研究の質的な充実に努めます 支援教育に関する教職員の専門性と指導技術の向上を図ります

通級指導教室の充実を図ります

適正な就学相談・指導の充実に努めます

児童生徒の学習状況を把握し、学習指導を改善･工夫します 登校支援体制の充実を図ります

児童生徒の学力向上に向けた、学校と地域の連携を推進します 小中学校間、諸機関との連携を推進します

家庭学習を支援し、習慣づける取組を推進します 教育相談センターの設立により、相談機能の充実を図ります

家庭での読書活動を推進します 諸機関と連携した相談体制の充実を図ります

道徳教育の充実を図ります 家庭の教育力向上に向けた支援を行います

「おだわらっ子の約束」を推進します 子育て家庭の負担の軽減を図ります

人権教育の充実を図ります 開かれた学校づくりを推進します

啓発活動を推進します 地域の教育力向上を推進します

質の高い芸術や豊かな自然にふれる体験を充実させます 幼保・小・中連携を推進します

行事や部活動を支援します よりよい接続のあり方についての研究を推進します

読書活動を推進します ・学校司書の配置　・学校図書室の環境整備 郷土学習の充実に努めます

学校司書配置を推進します ・図書館子どもｸﾗﾌﾞ､一日図書館員､図書館たんけん隊の拡充 二宮尊徳学習の充実に努めます

学校図書室の環境整備に努めます ・「ﾃｨｰﾝｽﾞ通信」「読書おすすめの本」の配布 体験学習の充実に努めます

生徒指導体制の充実を図ります 市民性を育む教育を推進します

教育相談の充実を図ります 研修体制を見直し、OJTによる人材育成を推進します

いじめ・暴力行為・不登校の未然防止に努めます 教職員の健康対策を推進します

学校体育の充実に努めます 教職員の不祥事防止に努めます

学校行事・部活動を支援します 校務支援システムを導入します

体育施設・用具の充実に努めます 事務手続きの効率化・簡略化に努めます

学校保健の充実を図ります ③教育課題を明らかにする調査・研究の推進 教育研究所の機能の充実を図ります ・教育研究所の機能の充実

保健教育を推進します 学校経営の改善・充実を図ります

食に関する指導の充実を図ります カリキュラム・マネジメントを推進します

学校給食の充実を図ります 学校施設の老朽化対策を進めます

安全・安心な学校給食を提供します 非構造部材の耐震化対策やバリアフリー化を進めます

教育内容の充実に努めます ・教職員研修　・市幼稚園教育研究会の開催 夏の暑さ対策を進めます

幼児教育と学校教育との円滑な接続を推進します ・幼保小連携推進事業 学校トイレの改善を進めます

市立幼稚園と私立幼稚園の連携を推進します ・幼保小の接続パンフレットの改訂 中学校武道場の整備について検討します

校庭の芝生化を進めます

教育ネットワーク環境の整備を進めます

校務支援システムを導入します

幼保連携型認定こども園の設置について検討します 緊急時の情報伝達手段を確立します

幼稚園と保育所の連携を推進します 生活安全・防犯教育を推進します

キャリア教育を推進します 通学路の安全対策を進めます

地域人材・企業との連携を推進します 日常の安全点検と指導の充実に努めます

環境教育の充実を図ります 非構造部材の耐震化対策やバリアフリー化を進めます（再掲）

学校トイレの改善を進めます（再掲）

広域避難所開設に協力します

多文化理解教育と外国語教育の充実に努めます 教育委員会事務の点検・評価を実施します

地域人材、諸機関との連携を推進します 危機管理体制を強化します

教材・教具の整備に努めます 教育委員と教職員との意見交換の場を設けます

教育委員の公募について検討します

教育委員会の広報活動を充実します

市民と教育委員との意見交換の場を設けます

発達の段階に応じた防災教育を推進します よりよい２学期制を実施します

避難訓練の工夫・改善に努めます 適正な通学区域を検討します

これからの

社会に対応した

教育の推進

①キャリア教育の推進

③幼保一体化の検討

①幼児教育の充実

⑤防災教育の推進

②環境教育の推進

③多文化理解教育と伝統文化に

 関する教育の推進

②子育て支援の充実

④情報教育の推進

・防災教育、避難訓練の内容の改善・充実

・防災教育パンフレットの活用

・認定こども園の設置の検討

・幼保小連携推進事業

③よりよい教育行政の推進

教育的効果を

高める

教育行政の推進

・地域、諸機関と連携した環境教育、環境保全活動の推進

・「おだわらっこ☆ｴｺｱﾜｰﾄﾞ」

・省ｴﾈﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布＆出前講座開催事業

・未来へつながる学校づくり推進事業

情報教育を推進します

情報モラル教育を推進します

・教育ネットワークシステムの整備と運用促進

・情報教育研究会の開催　・家庭への啓発活動

・携帯電話・インターネットに関する安心・安全教室

健やかな体の

育成

③食育の推進、

　学校給食の充実

②学校保健の充実

・弁当の日の実施　・弁当作り教室の開催

・食育啓発事業の推進　・地場産品の利用促進

・学校給食調理業務の委託化の推進

・学校給食用食材等の放射性物質検査の実施

・給食費公会計化の検討

・ＡＬＴの配置

・外国語教材の作成

・地域人材・諸機関との連携の推進

環境保全活動を推進します

・小中学校が連携したキャリア教育の推進

・地域企業、産業との連携の推進

・地域、スクールボランティアとの連携の推進

①学校体育・部活動の充実

子育て支援の充実を図ります

地域との交流を推進します

幼児(就学前)

教育の推進

確かな学力

の向上

豊かな心の

育成

①道徳教育の充実

①学ぶ意欲を高め、確かな学力

 の定着をめざした授業の展開

②人権教育の充実

④読書活動の充実

⑤児童生徒指導の充実

③家庭学習の推進

②個に応じた学習指導の充実

③情操教育の充実

・少人数学級編制の実施　・個別支援員の配置

・ｽﾀﾃﾞｨ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌの配置　・日本語指導者の派遣

・「おだわらっ子学力向上プラン」の推進

・地域、スクールボランティアとの連携の推進

・児童生徒の学習意欲・学習習慣に関する調査・分析

①教職員の指導力の向上

未来へつながる

学校づくりの

推進

きめ細かい指導の充実を図ります

②子どもと向き合う時間の確保

・道徳教育の充実

・「おだわらっ子の約束」の推進

①地域一体教育の推進

・人権教育の充実　・人権教育研修会の開催

・人権移動教室の開催

・学校訪問講話会～戦時下の小田原を知ろう～の開催

・おだわらっ子ドリームシアター

・小学校音楽会、中学校音楽会、中学校美術展の開催

・芸術文化普及啓発事業（アウトリーチ事業）

・自然観察会の開催 　・宿泊体験学習の実施

③小田原のよさ(特性)を

  生かした学習の推進

・個別支援員の配置　・個別指導員の派遣

・学習の困難さに対応した支援に関する研究

・ニーズに応じた通級指導教室の設置

・適正な就学相談・指導の実施

・校内支援室の設置　・校内支援室指導員の配置

・不登校生徒訪問相談員の派遣　・登校支援強化事業

④教育課程の改善・充実

・新体力テストの実施

・部活動地域指導者の派遣

・小学校体育大会の開催

・体育施設・用具の充実

・幼・小・中学校定期健康診断事業

・腎疾患・心疾患・脊柱側わん症の精密検査の実施と判定

　会の開催

・性教育講演会の開催　・歯科保健事業の推進

教職員の資質の

向上とよりよい

教育体制の確立

・学校評価の実施

・カリキュラム・マネジメント推進の研究

・家庭教育学級の開催　・就学支援事業

・高等学校等奨学金事業

・教科、分掌資料の共有化

・研修会や諸調査の精選　・学校事務のＩＣＴ化

・会議の効率的な運営

・学校評議員制度の運用 ・ｽｸｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ事業 ・情報公開の推進

・放課後子ども教室の拡充の検討　・学校評価の実施

・学校支援地域本部事業 ・未来へつながる学校づくり推進事業

・「幼保・小・中連携、地域連携デー（仮称）」の設定

・教育委員会事務の点検・評価事業

・教育相談センターの設立　・早期発達支援事業

・支援教育相談支援チームの派遣

・スクールソーシャルワーク・サポーターの配置

・各校独自の学力向上プランの作成・公開

・市推薦研究委託事業　・校内研究の充実

・家庭学習の手引きの作成

・「おだわらっ子ドリル」の作成

・学校司書や図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、市立図書館との連携の推進

②幼保・小・中一体教育の推進

様々な教育的

ニーズに対応

した教育の推進

②登校支援の推進

③教育相談体制の充実

④家庭への支援

①支援教育の充実

②情報提供の充実と市民ニーズ

  の把握

①安全で快適な教育環境の整備

教育環境の

改善・充実

①教育委員会の機能の充実

・教育委員会通信の発行

・教育懇談会の開催

④災害対策の強化

②学校ICT化の推進

・広域避難所の開設と運営

・非構造部材の耐震化

・トイレの環境改善

③学校安全の推進

・教育ネットワークシステム整備事業

・安全教育研修会の開催

・交通安全教室の開催

・安全・防犯マニュアルの作成

・預かり保育の拡充　・子育て広場支援事業

・市立幼稚園での3歳児保育の導入

・地域、スクールボランティアとの連携の推進

・校舎リニューアル計画の見直し

・非構造部材の耐震化

・天井扇風機設置

・管理諸室等空調設置事業

・トイレの環境改善

・校庭の芝生化

・中学校武道場整備の検討

・幼保小の接続パンフレットの改訂

・合同研修の開催

・幼保小連携推進事業

・副読本の作成　・自然観察会の開催

・地域学習データベースの作成

・体験学習の充実

・教育ファーム推進事業

・市民性を育む教育の教材作成

・職員研修支援事業の充実　・教職員研修の工夫・改善

・「おだわら未来学舎」の実施

・定期健康診断、産業医の派遣、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修会の実施

・不祥事防止会議の開催、不祥事防止マニュアルの作成

・生徒指導員の派遣　・学校警察連携制度の運用

・教育相談員の配置　・登校支援強化事業

・スクールカウンセラーの派遣

・ハートカウンセラー相談員の派遣
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基本目標と施策の展開 
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