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～10の基本方針、50の重点取組、158の具体的取組～ 

 

基本方針１ 市町村とともに小・中学校の教育力を充実します 

【重点取組①】 

子どもの力をしっかり伸ばす学

校力の向上 

 ◇小・中学校の学校力向上へ向けた重点支援 

◇少人数学級編制の推進 

◇少人数・習熟度別指導等の推進 

【重点取組②】 

これからの社会で求められる確

かな学力のはぐくみ 

 ◇授業改善への支援 

◇小中連携による「学びに向かう力」の育成 

◇グローバル人材の育成 

◇「観察・実験」を重視した理科の授業づくりへの

支援 

◇地域人材との連携による子どもの学びの支援 

 <再掲> 

【重点取組③】 

互いに高めあう人間関係づくり 

 ◇道徳教育の推進 <再掲> 

◇人権教育の推進 <再掲> 

◇国際理解教育等の推進 <再掲> 

◇社会体験や自然体験、生徒会活動の充実 

<一部再掲> 

【重点取組④】 

校種間連携の推進 

 ◇校種間連携の強化 

 

 

基本方針２ 公私の切磋琢磨により高校の教育力を向上させます 

（1）公私が力を合わせて高校の教育力向上をすすめます 

【重点取組⑤】 

就学機会の確保と学校を選択で

きる環境づくり 

 ◇高校の授業料等に係る支援 

◇奨学金制度の運営・運用 

◇府立高校における広報活動の充実 

◇私立高校に関する学校情報の公表・公開〈再掲〉 

【重点取組⑥】 

公私の切磋琢磨と連携・協力に

よる取組み 

 ◇グローバル人材の育成〈一部再掲〉 

◇理数教育の充実 

◇キャリア教育の充実 

◇支援教育の充実 

◇教員研修や学校現場での教員交流の実施 

◇授業改善への支援 

◇教育相談等による課題を抱える子どもへの支援 

 

事業体系 
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（2） 活力あふれる府立高校づくりをすすめます 

【重点取組⑦】 

社会の変化やニーズを踏まえた

府立高校の充実 

 ◇グローバルリーダーズハイスクールの充実 

◇国際関係学科の充実 

◇新たな専門コースの設置や改編 

◇工科高校の充実 

◇農業高校の充実 

◇大阪府教育センター附属高等学校の充実 

◇エンパワメントスクールの充実 

◇通信制の課程の充実 

◇教員相互の授業見学や生徒の授業アンケートを

活用した授業改善 

 

【重点取組⑧】 

生徒の自立を支える教育の充実 

 ◇「デュアル実習」によるキャリア教育の推進 

◇「夢や志をはぐくむ教育」の推進  

◇中途退学防止・不登校減少の取組み 

〈一部再掲〉 

◇障がいのある生徒の高校生活支援の充実 

◇長期入院している生徒等への学習支援 

 

【重点取組⑨】 

つながりをはぐくむ学校づくり 

 ◇学校運営協議会による保護者・地域ニーズの反映 

 <再掲> 

◇専門的知識を有する社会人の積極的な活用 

◇中高一貫教育の取組み 

◇高大連携の推進 

【重点取組⑩】 

学習環境の整備 

 ◇府立学校施設の耐震性能向上<再掲> 

◇府立学校の老朽化対策と空調設備等の整備の推

進 <再掲> 

◇府立学校の ICT環境の充実による「わかる授業」

の実現 <一部再掲> 

【重点取組⑪】 

公平でわかりやすい入学者選抜

の実施 

 

 ◇調査書評定の公平性の確保 

◇中学校における進路指導の充実 

 

【重点取組⑫】 

活力ある学校づくりをめざした

府立高校の再編整備 

 ◇府立高校の再編整備の計画的な推進 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 （3） 特色・魅力ある私立高校づくりを支援します 

【重点取組⑬】 

公私を問わない自由な学校選択

の支援 

 

 ◇高校の授業料等に係る支援〈再掲〉 

【重点取組⑭】 

特色ある私学教育の振興 

 ◇優れた取組みを実践する学校に対する支援 

◇キャリア教育の充実 〈再掲〉 

 

 

基本方針３ 障がいのある子ども一人ひとりの自立を支援します 

【重点取組⑮】 

支援を必要とする児童・生徒の増加

や多様化に対応した環境整備 

 ◇府立支援学校の教育環境の充実 

◇通学時間の短縮に向けた通学バスの充実 

◇支援学級・通級指導教室の充実 

◇医療的ケアを実施する体制整備の支援 

◇自立支援推進校、共生推進校の充実と、その成果

の高校全体への普及 

◇障がいのある生徒の高校生活支援の充実 

<再掲> 

◇地域とともにある支援学校づくり 

◇授業改善への支援 

 

 

【重点取組⑯】 

就労を通じた社会的自立支援の

充実 

 

 ◇職業学科を設置する知的障がい高等支援学校を

中心とした就労支援体制の構築 

◇関係部局の連携による就労支援の充実 

 

【重点取組⑰】 

一人ひとりの教育的ニーズに応

じた支援の充実 

 ◇府立支援学校におけるセンター的機能の発揮 

◇支援教育コーディネーターを中心とした校内支

援体制の充実 

◇「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」

の作成と活用促進 

 

【重点取組⑱】 

発達障がいのある幼児・児童・

生徒への支援 

 ◇通常の学級に在籍する発達障がい等のある児

童・生徒等への支援〈一部再掲〉 

◇地域における支援体制の充実（発達障がい者支援

センターの運営） 

 

【重点取組⑲】 

私立学校における障がいのある子

どもへの支援 

 ◇支援教育の充実に向けた取組みの支援 

〈一部再掲〉 
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基本方針４ 子どもたちの豊かでたくましい人間性をはぐくみます 

【重点取組⑳】 

夢や志を持って粘り強くチャレ

ンジする力のはぐくみ 

 

 ◇キャリア教育の推進〈一部再掲〉 

◇地域と連携した体験活動の推進 

◇子どもの発達段階に応じた読書環境の充実 

【重点取組㉑】 

社会に参画し貢献する意識や態

度のはぐくみ  

 ◇近現代史をはじめとした歴史に関する教育の実施 

◇歴史・文化にふれる機会の拡大 

◇民主主義など社会の仕組みに関する教育の推進 

 

【重点取組㉒】 

ルールを守り、人を思いやる豊

かな人間性のはぐくみ 

 ◇道徳教育の推進 

◇「こころの再生」府民運動の推進 

◇非行防止・犯罪被害防止に向けた取組み 

◇人権教育の推進 

◇国際理解教育等の推進 

◇障がい理解教育等の推進 

◇学校による手話を学ぶ機会の提供 

 

【重点取組㉓】 

いじめや不登校等の生徒指導上

の課題解決に向けた対応の強化 

 ◇いじめ解決に向けた総合的な取組みの推進 

◇児童・生徒等に対する学校相談体制の充実 

◇福祉や警察など関係機関の連携による取組みの

推進〈一部再掲〉 

◇不登校の未然防止や学校復帰のための支援の推進 

〈一部再掲〉 

◇小・中学校における生徒指導体制の強化 

◇私立学校における児童・生徒への支援・相談の取

組みの促進 

 

【重点取組㉔】 

体罰等の防止 

 ◇教員の人権感覚の育成〈再掲〉 

◇運動部活動指導者の資質向上 

◇体罰等に関する相談体制の整備 

◇私立学校における体罰等の防止への対応 
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基本方針５ 子どもたちの健やかな体をはぐくみます 

【重点取組㉕】 

運動機会の充実による体力づくり 

 ◇体力づくりに関するPDCAサイクルの確立 

◇体育授業の充実 

◇体力づくりに向けた取組みへの支援 

◇支援学校における障がい者スポーツの推進 

◇運動部活動の充実〈一部再掲〉 

◇地域における運動する場の提供 

 

【重点取組㉖】 

学校・家庭・地域の連携による

生活習慣の定着を通した健康づ

くり 

 ◇栄養教諭を中核とした「食に関する指導」の充実 

◇学校における保健活動の充実 

◇子どもの生活習慣確立に向けた取組みの推進 

 

 

基本方針６ 教員の力とやる気を高めます 

【重点取組㉗】 

大量退職・大量採用を踏まえた

教員の資質・能力の向上 

 ◇優秀な教員の確保 

◇「学び続ける教員」の育成 

◇初任者研修の実施 

◇人事異動等によるキャリア形成・能力の向上 

◇教員の人権感覚の育成 

◇教員の危機管理能力の育成 

◇授業改善への支援<再掲> 

◇ミドルリーダー育成に向けた校内研修支援 

◇首席・指導主事への若手教員の任用 

◇管理職の育成に向けた支援 

 

【重点取組㉘】 

がんばった教員がより報われる

仕組みづくり 

 

 ◇評価・育成システムの実施 

◇優秀な教職員の表彰 

【重点取組㉙】 

指導が不適切な教員への厳正な

対応 

 

 ◇指導が不適切な教員への対応 

【重点取組㉚】 

私立学校における教員の資質向上

に向けた取組みの支援 

 ◇私学団体における研修事業の支援 

◇教員研修や学校現場での教員交流の実施〈再掲〉 
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基本方針７ 学校の組織力向上と開かれた学校づくりをすすめます 

【重点取組㉛】 

校長マネジメントによる学校経

営の推進 

 ◇学校経営計画の策定によるPDCAサイクルに基

づく学校経営の確立 

◇予算面等における校長のマネジメント強化 

◇「チームとしての学校」整備と校長がリーダーシ

ップを発揮できる組織体制の確立 

◇民間人、行政職、教諭等からの優れた人材の校長

への任用 

◇教職員の働き方改革の推進 

 

【重点取組㉜】 

地域・保護者との連携による開

かれた学校づくり 

 ◇学校運営協議会による保護者・地域ニーズの反映 

◇学校開放やボランティア活動等による地域貢献

と地域とのつながりづくり〈一部再掲〉 

 

【重点取組㉝】 

校務の効率化 

 

 ◇ＩＣＴの活用による校務の効率化の推進 

 

【重点取組㉞】 

私立学校における開かれた学校運

営に向けた取組みの促進 

 ◇私立学校における学校情報の公表・公開 
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基本方針８ 安全で安心な学びの場をつくります 

【重点取組㉟】 

府立学校の計画的な施設整備の

推進 

 

 ◇府立学校の老朽化対策と空調設備等の整備の推

進 

【重点取組㊱】 

災害時に迅速に対応するための

備えの充実 

 

 ◇公立学校施設の耐震性能向上 

◇学校の防災力の向上及び防災教育の充実 

【重点取組㊲】 

安全・安心な教育環境の整備 

 ◇学校･警察･保護者や地域ボランティアが一体と

なった地域ぐるみでの安全体制の整備 

◇防犯教育の充実 

◇交通安全教育の充実等 

 

【重点取組㊳】 

私立学校における安全・安心対

策の促進 

 

 ◇私立学校の耐震化の促進  

 



9 
 

 

基本方針９ 地域の教育コミュニティづくりと家庭教育を支援します 

【重点取組㊴】 

教育コミュニティづくりと活動を

支えるための条件整備 

 ◇地域と学校の連携・協力体制の整備と普及啓発活

動の実施 

◇地域人材との連携による子どもの学びの支援 

◇放課後等の子どもの体験活動や学習活動等の場

づくり 

◇障がいのある児童の放課後等における療育の支援 

 

【重点取組㊵】 

豊かなつながりの中での家庭教育

支援  

 

 ◇すべての府民が親学習に参加できる場づくり 

◇家庭教育に困難を抱え孤立しがちな保護者への

支援の促進 

【重点取組㊶】 

人格形成の基礎を担う幼児教育

の充実 

 ◇幼稚園・保育所・認定こども園における教育機能

の充実 

◇認定こども園の普及・促進 

◇私立幼稚園における多様な保育ニーズへの対応 

◇私立幼稚園等による子育て支援事業の促進 

◇校種間連携の強化〈一部再掲〉 
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基本方針 10 私立学校の振興を図ります 

【重点取組㊷】 

私立幼稚園における取組みの促進 

 ◇認定こども園の普及・促進〈再掲〉 

◇私立幼稚園における多様な保育ニーズへの対応

〈再掲〉 

◇私立幼稚園等による子育て支援事業の促進 

〈再掲〉 

 

【重点取組㊸】 

私立小・中学校における取組み

の促進 

 

 ◇私立小・中学校の振興 

【重点取組㊹】 

特色・魅力ある私立高校づくり

の支援 

 

 ◇高校の授業料等に係る支援〈再掲〉 

◇優れた取組みを実践する学校に対する支援〈再掲〉 

◇キャリア教育の充実 <再掲> 

 

【重点取組㊺】 

専修学校・各種学校における取組み

の促進 

 ◇専修学校の職業教育による職業人の育成 

◇後期中等教育段階における「複線型の教育ルー

ト」の確立 

◇専修学校の質保証・向上の推進 

◇高校と専修学校の連携強化 

 

【重点取組㊻】 

私立学校における障がいのある子

どもへの支援 

 

 ◇支援教育の充実に向けた取組みの支援〈再掲〉 

【重点取組㊼】 

私立学校におけるいじめや不登校

等生徒指導上の課題解決、及び体罰

等の防止に向けた取組みの促進 

 

 ◇私立学校における児童・生徒への支援・相談の取

組みの促進と、体罰等の防止に向けた対応〈再掲〉 

【重点取組㊽】 

私立学校における教員の資質向上

に向けた取組みの支援 

 ◇私学団体における研修事業の支援〈再掲〉 

◇教員研修や学校現場での教員交流の実施<再掲> 

 

【重点取組㊾】 

私立学校における開かれた学校運

営に向けた取組みの促進 

 

 ◇私立学校における学校情報の公表・公開〈再掲〉 

【重点取組㊿】 

私立学校における安全・安心対

策の促進 

 ◇私立学校の耐震化の促進〈再掲〉 

 


