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第１章  計画の概要 

 

１．計画の趣旨及び位置づけ 

近年の教育をとりまく環境は、科学技術の飛躍的な進歩、情報化の進展や国

際化など輝かしい発展がある一方で、少子高齢化、子どもの学ぶ意欲や学力の

低下、家庭・地域の教育力の低下等、社会における安全・安心の確保が困難と

なり、さまざまな課題が生じている。 

 このような環境の変化は、本村にも当てはまるものであり、大小の違いはあ

るものの同様な課題に直面している。 

国ではこうした課題に取り組むため、平成１８年に約６０年ぶりに教育基本

法の改正が行われている。この改正により、国においては、総合的かつ計画的

に教育の振興を推進するための教育振興基本計画が策定され、地方公共団体に

おいても同様の取り組みを行うものとされている。 

 これまでの三原村の教育行政は、過疎地域自立促進計画、三原村が目指す学

校教育、次世代育成支援行動計画、三原村人権啓発基本計画等、各分野での教

育活動を三原村教育行政方針として取り組んできている。 

教育の振興に関する施策について、総合的かつ計画的な推進をより一層高め 

るため、ここに三原村教育振興基本計画を策定した。 

 本計画は、三原村村過疎地域自立促進計画に連動した個別計画として、三原

村の教育全般の基本的な方針となるもので、教育振興のための施策を総合的か

つ体系的に示すものである。 

 

２．計画期間及び進行管理 

■計画期間 

 平成２５年度から平成２９年度まで（５年間） 

 計画のうち、基本理念・基本方針は、今後５年間で三原村の教育が目指すべ

き将来像である。施策方針及び事業展開は、基本理念・基本方針を実現するた

めの今後５年間の取り組みの方向性を示すものである。 

 

■進行管理 

 施策方針及び事業展開方針に基づき実施した取り組み・事業については、点

検・評価を行いつつ、効果的かつ効率的な事業の実施に努める。 
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■計画期間及び進行管理イメージ

 

第２章  三原村の現状と課題 

三原村は、四万十市・宿毛市・土佐清水市に四方を囲まれた足摺半島の付け根

に位置し、主峰今ノ山（８６４，６ｍ）をはじめ、４５０～８５０ｍの山々を周

囲に巡らして標高１２０ｍの高原盆地を形成している。また小高い山々のつなが

る景観から三原村は山の海ともうたわれている。今ノ山に源流を発する豊かな水

と高原独特の風土により特産の三原米は高く評価されている。全村公園化をベー

スに桃源郷ともうたわれる自然豊かな村ではあるが、少子高齢化、人口減少等、

課題を多く抱えている。特に少子化については、平成１８年度の小・中学校在籍

者数は１２４名であったが、その後横ばいで推移している。平成２８年度には９

４名となり、２５％減少する。 

本村は、保、小、中と同じ児童生徒の集団でクラスが固定化するため、ひとた

び児童生徒の人間関係が崩れると修復が困難であること等、少人数であるがゆえ

の課題も多くみられる。  

中学卒業後の進路は、他市への高校進学が余儀なくされる。将来三原村を担う

人材の育成も大きな課題であり、平成２３年度より少子化対策として、若者を対

象に「出会い交流会」等の事業も推進中である。 

近年の高度情報化社会は、子ども達に様々な情報を手軽に入手できる環境を与

え、情報の取捨選択能力や情報モラルを身につけさせる教育の重要性等、課題へ

の対応が急がれている。 

また、全国的に家庭や地域の教育力低下による規範意識や道徳心、自立心の低

下が問題視されており、三原村も同様の課題を抱えている。 

このことは、学校の中だけで解決できる課題ではなく、家庭・地域等との連携

や学校教育と社会教育等の連携が課題解決のために必要とされている。このよう

な、多様化・複雑化しつつある課題に対応していくためには、学校教育や生涯学

習等、さまざまな分野の課題を明確にしつつ、総合的で体系的な計画の策定と実

行が必要となる。 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

基本目標・基本方針

施策方針・事業展開方針

実施状況調査・評価
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第３章  基本目標 

 

基本目標「明るく健康で、豊かな村づくりの原点は家庭教育である」という観

点に立ち、人づくりを教育行政の基本として、人権を尊重し、差別のない明るい

村づくりを念頭に、心の通うふるさとづくりを目指していく。 

この理念を教育振興基本計画の基本目標とする。 

 

「豊かな心が育つ村づくり」 

 

住民一人ひとりが輝くためには、ものの豊かさだけではなく、心豊かに暮らせ

ることが大切である。 

心の豊かさは潤いのある人生をおくるために欠かせないものである。 

また、村づくりは人づくりと言われるように、人材育成は、本村の貴重で重要

な資源を確保するということでもある。 

村の発展のためには、創造性にあふれた心豊かな人づくりを目指す教育を継続

しなければならない。そのため、学校教育においては、将来を担う子どもたちが

たくましく豊かな人間性を身につけるための指導・支援を行っていく。 

一人ひとりが充実した人生を送るためには、新たな発見や挑戦を重ねていくこ

とが大切である。地域の自然や歴史・文化を学ぶ場の提供等、生涯学習環境の充

実を図っていく。 
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第４章  基本方針 

 

基本方針は基本目標を達成するための「学校教育」と「社会教育」の各分野に

おける取り組みの指針・方向性を示すものであり、目標となるものである。 

子どもの教育と基本的生活習慣の育成は家庭・学校・地域との連携が重要であ

る。 

日常のあいさつは食生活とともに基本的生活習慣の基本である。 

自然なあいさつが身につくよう「笑顔とあいさつ日本一の村」（三原村のめざす

子ども）を村の目標に掲げ挨拶運動を展開する。 

 家庭・学校・地域が一体となって、義務教育９年間で学力を保障し、社会に通 

用する力の育成を目指す。 
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■基本方針１ 学校教育に関する基本方針 

 

「社会の一員として自立して生きていく児童生徒の育成」 

 

～確かな学力と人間力の育成～ 

  

三原村の教育がめざす「社会の一員として生きていく」とは、具体的には 

・「社会の中で、社会を支えて生きていく人」 

・「生涯にわたって自己実現をめざす自立した人」 

・「健やかで、心豊かに生きていく人」 

・「ふるさとに誇りを持ち、一人ひとりを大切にする人」 

を育成することである。 

 小学校・中学校は、その基礎・土台づくりを行うための大切な時期である。そ

のため、児童生徒に対して、確かな学力、豊かな人間性・社会性、健康・体力な

どの「人間力」（生きる力）を確実に身につけさせるための教育を行う。 

 

 

■基本方針２ 社会教育に関する基本方針 

 

「学び続けるための基盤づくり」 

   

人々が生き生きと暮らしていくためには、生涯にわたって自らが主体的に学習 

し、様々な人たちと交流し、お互いに認め合い高めあいながら暮らすことが大切 

である。 

創造性に溢れ、前向きな志向性を持ち、たくましく豊かな心を持つ人々が中心

となって活気あふれる村づくりができるよう、教育環境を整備する。 

有用な人づくり、村づくりを目指して、社会教育、社会体育、文化活動等の充

実を図る。 

住民一人ひとりのニーズにこたえられるような支援を行い、生涯にわたって、住

民が学び続けられる基盤づくりを推進する。 
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第５章 施策方針 

 

三原村教育振興基本計画に基づいて、今後、重点的に取り組む施策を、「学校教育

に関する基本方針」と「社会教育等に関する基本方針」として以下に示す。 

 

１．「学校教育に関する基本方針」の施策方針 

（１）知・徳・体のバランスのとれた教育の推進 

   将来、社会で活躍し地域を担う人材育成を図るためには確かな学力「知」 

豊かな人間性や社会性「徳」、健康で健やかな精神「体」の 3つのバランス 

 を考慮した教育が必要である。 

  そのために児童生徒一人ひとりの成長を的確に把握し、発達段階や場に応じた

指導ができるよう教育内容をより充実させ、的確な指導ができるよう努める。 

 

（２）保・小・中の連携 

   保育所・小学校・中学校では、保育指針・学習指導要領により、保育・教

育を行っている。 

 三原村が目指す子どもの成長した姿を保・小・中で共有し、三者が連携し

て生きる力を育む教育に取り組むことが必要である。 

また、一人ひとりの子どもに関する情報の共有を図ることで、より効果的な  

  教育を実践する。 

   保育所・小学校・中学校が相互に様々な交流を行い、縦のつながりの強化

を図ることによって、保から小、小から中へ進学する際の「ギャップ」の対策

や子どもたちの精神的な成長へとつながる教育を行う。 

保・小・中の系統的なカリキュラム編成、保育士・教員の合同研究等を推進す

る。 

子どもたちの「学び」や「育ち」を確実に引き継ぎ、保小中の「一貫した教

育」の目標達成に努める。 

 

（３）学校・家庭・地域の連携 

   子どもたちは、学校だけでなく、家庭や地域での日常生活の様々な場面 

から多くのことを経験し学んでいる。 

学校・家庭・地域の全てに深く関係している村内の PTA組織への支援や協

力体制の強化を図りつつ、地域全体での「見守り」と、子どもと大人が共に

学び育つ「共育」環境を作るための連携の仕組みづくりに取り組む。 

   学校からの積極的な情報発信、学校・家庭・地域それぞれの情報交換や相

互支援を充実させること等、より効果的な事業の実施に努める。 

（４）安心安全で質の高い教育を支える教育環境の整備 

   教育は、児童生徒と教職員との関わりだけでなく、それを支援するため 

の仕組み等、教育の環境づくりも重要である。 

   教育に関するニーズの把握、教員の指導力・使命感の向上や安全安心で質 

の高い教育環境づくりに努め、より充実した学校運営体制の整備を図る。 
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２．「社会教育に関する基本方針」の施策方針 

 

（１） 生涯を通じて学ぶための環境整備 

地域住民が自己を高めるために生涯を通じて学ぶことは重要である。総合 

的な学習システム、多様なニーズに対応できる学習内容、活動拠点の充実等 

に取り組む。 

住民がそれぞれのライフスタイルに合わせ、いつでも、どこでも、学ぶこ 

とができ、新たな発見や挑戦を重ねながら、自己実現をめざす生涯学習環境 

を整える。１１月を「みはら学びの月」とし、村の「生涯学習」の気運を高め

る。 

 

（２） 村全体で取り組む青少年の健全育成 

現在の社会は、情報の氾濫、経済の停滞、少子高齢化の進行や地域の教育 

  力の低下など、若者が将来に希望を見出すことが困難な状況にある。 

そのため、青少年の健全育成には、これまで以上に多くの支援や協力が必 

  要とされる。村全体で子ども達を育てる環境の整備に取り組む。 

 

（３）人権尊重のむらづくりの推進 

誰もが、個性や能力を十分に発揮することができる社会をつくるために、

人権教育を推進する。 

同和問題、個人情報保護、子ども・女性・高齢者・外国人・障がい者・病

気にかかった人の人権等、各分野ごとにそれぞれが所管する関係機関等との

連携を図る。 

横断的な取り組みを行い、人権尊重のむらづくりを推進する。 

 

（４）伝統文化・芸術文化の振興と豊かな人間性の創造 

本村の貴重な文化財、人的資源や地域固有の文化を大切にし、一層の文化振 

興に努めるとともに、次世代に伝承する。 

住民が、芸術・文化を身近なものとして触れあい、関心を高めることで、豊

かな人間性を創造できるよう支援する。 
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第 6章 事業展開指針 

 

事業展開方針は、施策に基づく具体的な個別事業の方向性・目標を示すものである。 

 

１． 学校教育関係事業 

  

基本方針１  社会の一員として自立して生きる人材の育成 

   

施策方針（１）知・徳・体のバランスのとれた教育の推進 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

確かな学力と

規範意識、豊

かな心と健や

かな体 

を育む教育の

充実 

 本村が目標とする「社会の一員として自立して

生きていく児童生徒の育成（確かな学力と人間力

の育成）」を実現するためには、学力向上に向けた

取組、社会性や忍耐力を身につけるための体験学

習、人を思いやる気持ちや人としての生き方を考

える人権学習・道徳教育、郷土を愛し誇りを育む

郷土学習、健やかな体づくりのための食育・体育

活動、情報教育など、様々な分野の教育・指導が

必要である。 

 必要な教育を総合的にバランスよく推進し、分

かる授業・魅力ある授業づくりに努める。 

・学力向上施策の推進 

・人権・道徳、食育、体験 

 学習、郷土学習など人間 

 力育成教育の推進 

・学校図書活動の充実 

・少年スポーツの啓発 

・ＣＩＲの配置 

・ICT環境の整備 

・学力調査の実施 など 

②  

発達段階や

個々に応じ

た、きめ細や

かな指導体制

の充実 

 教職員が、個々の児童生徒の状況に応じて、必

要なときに必要な指導が行えるよう、児童生徒の

生活・学力・学習状況の把握と情報の共有化等に

よる指導体制の充実を図る。また、学校評価と

PDCAサイクルの実施等により、学校全体の取組

体制の充実を図る。 

 子どもたちの悩みや問題に的確に対応できる環

境づくりに努める。 

・特別支援学級及び就学 

 支援体制の充実 

・学校運営の改善支援 

・学習支援員の配置 

・スクールガードリーダー 

 事業 

③  

キャリア教育

の推進 

 

一人ひとりの社会的、職業的自立に向け、必要な

基盤となる能力や態度を育てる教育を行い、キャ

リア教育の充実を目指す。そのために「笑顔とあ

いさつ日本一の村」運動をすすめ郷土についての

学習や職場体験学習・オーストラリア研修旅行

等、豊かな体験活動を取り入れ、系統的なキャリ

ア教育を推進する。 

 

・保小中の合同発表会 

・伝承芸能の継承 

・郷土の食文化 

・職場体験 

・海外派遣事業 
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施策指針（２）保・小・中の連携 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

一貫した理念

に基づく保育

所・小学校・

中学校の連

携・接続の改

善 

 幼児期から 15歳の中学校卒業時まで、一貫し

た教育目標や指導計画に基づいて教育を行うこと

で、より高い教育効果が得られる。「接続の段差が

少なくなる（中一ギャップの解消）」「児童生徒の

情報の共有」「異年齢交流で自己肯定感・自己有用

感・成長へのあこがれが期待できる」といった効

果が見通される。 

 一貫教育を推進するため、一貫教育のあり方に

ついて調査・研究を行い、実施体制の充実、幼

児・児童・生徒や教員の交流、情報の共有化など

に取り組む。 

・保小接続推進事業 

・小中学校教員 児童生徒 

の交流 

・中学校教員の小学校へ 

 の派遣 

・定期的な情報交換会の

実施 

・教育内容の連携 

系統的カリキュラムの作成 

 

 

 

 

 

施策方針（３）学校・家庭・地域の連携 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

教育の原点で

ある家庭教育

力の向上 

 社会状況の変化やライフスタイルの変化は、住

民意識に多様化をもたらし、家庭や地域の教育力

の低下にも影響を及ぼしている。 

 あいさつ、礼儀、基本的生活習慣などは、家庭

や地域の教育に負うところが多い。 

基本的な生活力・人間関係能力は乳幼児期から

家庭環境で育まれる。就学前の家庭教育は重要で

あり、保育所、小学校、中学校と家庭の連携を密

にして家庭の教育力向上に努める。 

・家庭と学校の連携強化 

・家庭学習の手引の活用 

 推進及び活用方法の 

 周知徹底 

・生涯学習事業や子育て

対策事業との連携 等 

②  

地域全体で子

どもを育み、

地域が学校を

支える仕組み

づくり 

 子どもたちの健全な成長を育むためには、村民

全体が関わり、学校と家庭・地域が連携して地域

協働による「共育」や「見守り」の推進が必要で

ある。 

 そのため、地域と学校との連携をより密にし、

積極的に学校の管理・運営に関わっていただくこ

とができるような環境づくりを行う。 

・学校関係者評価の充実 

・スクールガードリーダ 

 ー事業 

・青少年育成村民会議 

 との連携 等 
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施策方針（４）安全安心で質の高い教育を支える教育環境の整備 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

教員の資質向

上と一人ひと

りの子どもに

教員が向き合

うための環境

の整備 

 児童生徒の育成には、教職員が専門性をより磨

くなど、教職員の技能・資質向上は不可欠であ

る。 

 教職員が個々の子どもを的確に把握し、子ども

たちに向き合える環境整備も重要である。 

 指導力向上のための研修や教育に関する情報の

入手・提供の充実など人材育成に努めるほか、学

習支援員の配置など教員をサポートするための取

組の充実を図る。 

・教職員研修の充実 

・専門家の活用などによ 

 る小中学校への的確な 

 指導助言の実施 

・学習指導員の配置 

・学校図書職員の配置 

 等 

②  

安全安心で質

の高い教育を

支える教育環

境の整備 

学校教育の充実は、教職員の指導だけでなく、

学びの場の環境を整備することも大切である。 

学校の耐震化は２２年度に整備済みである。体

育館改修など他の施設の整備を、早急に行うため

に関係部署への働きかけを図っていく。 

ハード面だけでなく、スクールバス運行の継

続、スクールガードリーダーの継続的な配置など

ソフト面での安全安心を確保し、より充実した教

育を受けられる環境の整備に努める。 

・学校施設整備 

・学校配置方針の決定 

・学校事務共同処理実施 

・スクールバスの運行の 

 継続 

・スクールガードリーダ 

 ー事業 等 
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２．社会教育関係事業 

 基本方針２  学び続けるための基盤づくり 

  施策方針（１）生涯を通じて学ぶための環境の整備 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

生涯学習の推

進 

 公民館、図書室などは、地域における学びの拠

点であり、地域住民の活動の場としても利用され

る。いつでも誰でも気軽に学ぶことができて、集

い憩うことができるよう、住民の学習活動の充

実、幅広い世代を対象にした事業の展開や情報発

信などを行い、ソフト面の一層の充実とバリアフ

リー化などハード面の整備充実を図っていく。ま

た、地域の人々や団体と連携しつつ、生涯学習推

進体制の整備や地域の活性化に向けた活動支援に

努める。１１月を「みはら学びの月」と制定し、

読書の風土づくりに取り組む。 

・公民館改修 

施設の有効活用 

・公民館を核とした住民 

 活動の支援と関係課と 

 の連携 

・生涯学習情報の積極的 

 な発信 

・公民館活動のさらなる 

充実と参加者の増 

・地域指導者の発掘 

・図書室の利用促進と読 

 書活動の推進 

・図書支援員の配置 

・成人団体の育成 等 

②  

生涯スポーツ

の推進 

 生涯を健康で生き生き暮らすためには、スポー

ツなどによる健康づくりが大切である。 

 村内の運動施設を利用した各種スポーツ大会や

運動会などのスポーツイベントが、より盛んにな

って参加者が増えるよう、体育関係団体の活動の

支援や連携強化を図るほか、指導者の育成に努め

る。 

教育委員会と住民課が連携し、運動機能訓練や健

康教室等の実施に取り組む。 

  

・関連する課と連携した健

康事業の推進 

・スポーツ関係団体の育 

 成及び活動支援 

・体育施設の維持修繕及 

 び利用促進 

・各種スポーツ大会の実 

 施 等 
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  施策方針（２）村全体で取り組む青少年の健全育成 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

村全体で子ど

もたちを育む

「共育」「見守

り」環境の整

備 

 子どもたちを育む地域の教育力の低下が懸念さ

れる中で、学校・家庭・地域が連携し、子どもた

ちを共に育て、共に学びあう「共育」や地域全体

で子どもたちを見守る体制づくりが大切である。 

そのため、青少年健全育成のための体制の強化

を図り、関係団体への支援や啓発活動の充実に努

める。 

・青少年育成村民会議 

・放課後子ども教室の支援 

・PTA等との連携強化と 

 活動支援 

・青少年によるボランテ 

ィア活動の推進 

・地域指導者の発掘 

 など 

②  

家庭教育の充

実 

 家庭教育は、基本的生活習慣の確立や自制心、

自立心など「生きる力」の基礎的な資質や能力を

育成する場であり、「教育の原点」である。 

 家庭の教育力向上を図るための村関係部局、保

護者、関係団体や地区住民等と連携し、子育中の

親同士の仲間づくりや相談体制の充実を図る。  

家庭の個別のニーズに応じた支援のあり方につ

いて検討し、地域全体で子育てをすすめる環境づ

くりに努める。 

・放課後子ども教室の充実 

・スクールガードリーダーの

配置 

・学校や関係課と連携し 

 た子育て教室等の開催 

 など 

 

 

 

施策方針（３）人権尊重のむらづくりの推進 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

人権教育・人

権啓発活動の

推進 

 これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げ

てきた成果と手法への評価を踏まえて、計画の見

直しや事業の改善などを行い、あらゆる差別の根

絶をめざす。 

 また、関係機関と連携して、より充実した人権

教育・啓発活動を推進する。 

 

・人権教育・啓発推進協 

 議会活動支援 

・相談業務の拡充 

・個別計画に基づく事業 

 の推進 など 
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  施策方針（４）芸術文化の振興と豊かな人間性の創造 

事 業 展 開 方 針 

方  針 説  明 主な取組 

①  

文化財の保存

と活用 

地域の文化財や伝統行事をとおして、村民が歴

史や文化を誇りに思い、有形・無形の文化財を地

域で大切にする気運を醸成する。 

 

・文化財調査及び文化財

保 

護 

・文化財保護委員さんの活 

 用 

・郷土学習の支援 

・情報発信、周知活動の充 

実など 

②  

地域芸術文化 

本村には、伊予踊りや太刀踊り、うちわ踊り、

銭太鼓等、地域に受け継がれてきた芸能がある。

「伝承芸能保存会」を中心にこれらの郷土芸能の

存続に努める。 

文化活動の支援、後継者の育成、文化・芸術に

ふれる機会の提供や村内の芸術家やその活動の周

知を行うことで、地域の芸術文化の振興と豊かな

人づくりをサポートしていく。 

 また、施設の利用促進に向けた事業の改善や施

設の維持・修繕など適正な管理・運営に努める。 

 

・伝統行事や地域文化活 

 動の開催等支援 

・施設の維持修繕及 

 び利用促進 

・芸術文化活動の発表の 

 場づくり 

・芸術文化団体・人材の活

動支援と活動の周知 

など 
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〒787-0803  高知県幡多郡三原村来栖野 580番地 

三原村教育委員会事務局 

 

電話  0880-46-2559 
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