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はじめに 

 

宿毛市は、「人が輝き 自然と生きる 共感・共創のまち“宿毛”」をめ

ざし、豊かな地域資源の価値を知恵と工夫で最大限に高め、未来の宿毛で

活躍する人材をみんなで育て、新しい誇れる歴史を刻んでいくことをまち

の将来像としてまちづくりに取り組んでいます。 

また、その将来像を実現するための４つの政策目標の 1 つの柱として

「学びと交流で明日の人を創る」ことを目標としており、教育の振興は、

地域の発展に大きく寄与するものと考えて様々な取り組みを行っていま

す。 

学校教育については、令和２年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大より、全国一斉での臨時休業に始まり、本市では夏季休業期間の短縮や

様々な学校行事の中止や簡素化など、これまでの学校教育を一転させるよ

うな事態となりました。 

今後も、新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、これまで取り組

んできた「生きる力」を育む教育の充実に努め、情報化やグローバル化を

はじめ、絶え間ない技術革新など常に変化を続ける社会の中で、子ども自

ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動できる人材の育成に

向けて取り組んでいく必要があります。 

社会教育については、市民一人ひとりが生きがいと潤いのある人生を過

ごすため、自主的な学習機会の充実や健康増進に向けた取り組みを推進す

るための拠点となる各種文化施設や社会体育施設を積極的かつ有効に活

用して行く必要があります。 

これらの取り組みにより、いかに社会が変化しようと、生涯にわたって

学び続け、社会の一員という自覚を持ちながら、主体的に判断し、行動で

きるたくましい人材を育成してまいらなければならないと考えています。 

 地域振興の礎は、人づくりにあります。 

宿毛市は、明治維新以降、国の発展のために活躍した数多くの人材を輩 

出した地域であります。その郷土の伝統と文化を大切にしつつ、子どもた

ちの「生きる力」を育むための確かな学力の保障と豊かな人間性を身につ

けた、健康でたくましい人づくりを目指してまいります。 
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人権教育 

 

１．基本方針 

 

市民一人ひとりが人権の意義と重要性について正しい認識と理解を

深め、一人ひとりの尊厳や価値が尊重され、不当な差別をなくするため、

学校教育や各職域、生涯学習の場等、あらゆる機会を通じて人権教育を

積極的に推進してまいります。 

また、部落差別、高齢者や障害者に対する差別に加え、近年ではイン

ターネットによる人権侵害、性的マイノリティに対する偏見や差別、新

型コロナウイルス感染症の罹患者や医療従事者への偏見や差別など、こ

れまで顕在化していなかった新たな人権課題が発生しています。これら

の課題に対する意識を共有し、全ての人が、人として尊重し合える明る

いまちづくりと人権意識の向上に努めてまいります。 

 

２．重点目標・施策 

 

（１）人権教育の推進 

  市民一人ひとりが、人権について正しい認識と理解を深め、お互いを

尊重しあい、ともに生きる社会を目指して、人権週間等を通じた啓発活

動をはじめ、人権教育推進講座を実施するとともに、関係機関・団体と

連携しながら人権教育の推進に努めます。 

 

学校教育 

 

１．基本方針 

 

宿毛市では、「２１世紀を心豊かに生き抜くことのできる子どもの育 

成」を基本として、幅広い知識と教養を身に付け、豊かな情操と道徳心

を培うとともに、健やかな身体を養うことを目指して学校教育の充実に

取り組んでまいります。 

令和２年度の小学校に続いて、令和３年度から中学校においても新学

習指導要領が本格実施となりますが、今回の学習指導要領の改訂では、

社会に出てからも学校で学んだことを生かせるよう、学んだことを人生

や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性」、未知の状況にも
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対応できる「思考力、判断力、表現力」、実際の社会や生活で生きて働

く「知識及び技能」の三つの力をバランスよく育むことが求められてお

り、長年その育成を目指してきた「生きる力」の理念を改めて捉え直す

とともに、教育課程の課題としてとらえ、理念の具体化に向けて実践的

に取り組んでいくことが求められております。そのために、主体的・対

話的で深い学びを通して確かな学力の保障と豊かな人間性の向上に取

り組んでまいります。 

また、子どもの「夢」や「志」を育みかなえる力を育成するためキャ

リア教育を推進するとともに、一人ひとりの子どもに応じたきめ細かな

指導を行うため教職員の資質向上に努めてまいります。さらに、コミュ

ニティスクールや地域学校協働本部事業等を活用して、学校、保護者、

地域、行政が同じ方向に向かってチーム学校として協力して取り組んで

いけるよう努めてまいります。 

将来を見据えた学校づくりにつきましては、児童・生徒数の動向を見

極めながら、学校再編と併せて小中一貫教育を推進してまいります。既

に平成３０年度から一部の学校で、小中の連携をさらに深めながら義務

教育の９年間及び義務教育を終えた子どもたちの姿をも見据えた教育

の取り組みを推進しており、令和３年度から小筑紫小学校、小筑紫中学

校において、小学校・中学校の特性を活かしながら小中９年間の一貫的

な教育を本格的にスタートさせます。また、宿毛小学校、宿毛中学校の

一体型の新校舎が令和３年度より供用開始となりますので、取り組みを

さらに推進をしてまいります。 

不登校問題等の対策につきましては、これまでの取り組みによる一定

の効果が見られますが、不登校傾向の児童・生徒は依然として多く見ら

れます。このため、教職員だけでは対応できない問題等に対してスクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、相談員、支援員等が協

力して相談業務や支援等を行う中で、児童・生徒はもとより保護者に対

しても支援を継続してまいります。今後も、学校や保護者、地域、関係

団体等と連携を図る中で、その解決に向けた取り組みを強化してまいり

ます。 

今後も、保護者や地域の皆様との話し合いを続ける中で、子どもたち

にとってより良い教育環境づくりに努めてまいります。  

 

２．重点目標・施策 

 

（１）基礎学力の定着と学力の向上 

全国学力・学習状況調査や到達度把握調査、高知県学力定着状況調
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査の結果を学校現場と共有し、それぞれの学校における課題を分析す

るとともに、課題解決に向けた具体的な取り組みの協議を重ねる中で、

基礎学力の定着と学力の向上に繋げてまいります。また、高知県が実

施している、教育版「地域アクションプラン推進事業」や放課後等学

習支援事業を積極的に活用し、学力向上に向けた各種事業を推進しま

す。 

ハイパーＱＵ（よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケー

ト）を継続して実施することにより、児童・生徒の学校での生活意欲

や満足度、ソーシャルスキル能力をより詳しく把握する中で、生活面

の改善を図り、学力向上に努めます。 

 

（２）いじめ問題、不登校、児童虐待等の早期解決 

   お互いを認め合う人権教育を充実する中で、いじめ問題等の予防に

努めます。 

また、スクールソーシャルワーカー活用事業や不登校対策支援員の

配置、宿毛市子ども支援ネットワーク委員会の活動等を通じて、関係

機関と連携を密にする中でよりきめ細かな取り組みを推進します。 

教育研究所に開設している教育相談センター「ふれあい教室」の充

実を図り、不登校児童・生徒を持つ保護者を中心としたカウンセリン

グの実施、不登校経験者との懇談などを通じて、不登校や不登校傾向

が見られる児童・生徒、保護者への支援に努めます。 

 

（３）特別支援教育の充実 

   全ての学校において、特別支援教育学校コーディネーターを校務分

掌に位置付け設置するとともに、課題を抱える子どもが在籍する学校

に対しては、特別支援学級支援員を配置し、子どもの能力を伸ばすた

めの支援を充実します。 

 

（４）豊かな心を育む道徳教育や人権教育の推進 

   道徳教育や人権教育の充実を図り、人間として身につけておかなけ

ればならない規範意識や道徳心、人権を尊重する心の育成に努めます。 

   また、自ら明るい未来を切り開くことのできるたくましい人材の育

成のため、新たに作成した副読本「日本を築いた宿毛の人びと」を活

用することにより、明治維新以降活躍した郷土の偉人についての学習

や宿毛の文化、産業などについての体験活動を通じて、知識や理解を

深め郷土愛を育んでいきます。 
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（５）教職員の資質、指導力の向上 

   学習規律の確立や授業力の向上など、教職員としての基本的な資質

はもとより、豊かな人間性や幅広い視野を身につけるための総合的な

研修を推進するとともに、教育研究所を中心として教科研修の充実を

図る中で、授業改善、指導力の向上に努めます。 

   また、教育委員・校長・教頭合同会や定例校長会等を通じて、学校

現場と教育委員会の連携強化に努め、様々な課題について共通認識を

持つとともに、同じ方向に向かって協力して取り組む意識の醸成に努

めます。 

 

（６）キャリア教育の推進 

めまぐるしく変化していく現代社会において、子どもたちが変化に

流されることなく、逞しく自立していくための「生きる力」を身に付

ける上で必要とされているキャリア教育についても、引き続き宿毛市

教育施策の柱の一つとして推進する中で、小中連携しての取り組みを

進めながら、一人ひとりの子どもが身についた力を自覚できる９年間

の基礎的・汎用的能力の積み上げを推進していきます。  

 

（７）国際理解教育の推進 

   グローバル化した社会に対応するため、外国語教育の充実を中心と

した国際理解教育の推進を図ります。 

外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、中学校における外国語教育の

充実だけでなく、小学校における外国語の教科化や外国語活動に向け

た取り組みを継続し、コミュニケーション能力の素地を養い、国際社

会の一員として活躍できる人材の育成に努めます。 

 

（８）読書教育の推進 

   子どもたちの読書活動を推進するため、学校図書の充実に努め、子

どもたちが読書を通じて豊かな感性や人間性を養い、思いやりの心を

育むことができるよう読書教育の充実に努めます。 

 

（９）環境教育の推進 

   総合的な学習の時間や山の学習支援事業を活用し、発達段階に応じ

た環境教育を推進する中で、環境問題について学習するとともに、郷

土の豊かな森林や川、海での体験学習も実施することで、環境保全の

大切さを認識し、行動できる人づくりに努めます。 
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（10）体力の向上 

   全国体力・運動能力調査の結果を踏まえ、体育の授業改善とともに、

朝マラソンや休み時間等を活用した運動を奨励すること、さらに、日

常生活においても、保護者や地域社会の理解と協力を得る中で、生活

習慣や運動習慣の確立に向けた取り組みを行い、子どもたちの体力・

運動能力の向上に努めます。 

 

（11）安全・安心対策の推進 

   子どもたちの安全・安心を確保するため、青少年育成センターを核

として、スクールガードリーダーの配置や補導教員等による巡回指導、

地域ボランティアによる「子ども見守り隊」の活動等を有機的に結び

つけ、犯罪から子どもたちを守る取り組みを推進します。 

 

（12）防災教育の推進 

南海トラフ地震に備えた防災教育や避難訓練を実施し、児童・生徒、

教職員の危機管理の意識の高揚を図ります。 

今後も、地域、保護者、関係機関との共通理解、連携を充実させて

いく中で引き続き防災教育の推進に取り組みます。 

 

（13）学校・家庭・地域の連携強化 

   宿毛小学校および小筑紫小学校、小筑紫中学校でのコミュニティス

クールに加え、地域学校協働本部事業を市内全校で実施し、地域や家

庭と連携して円滑な学校運営に努めています。今後も、地域による学

校支援体制の充実に取り組むとともに開かれた学校づくり推進委員

会、学校通信やホームページ等を活用して積極的に情報発信を行い、

地域ぐるみで子どもの教育を考え、支えていく環境づくりに努めます。 

 

（14）情報教育の推進 

   新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国が定めた GIGA スクール

構想が、令和２年度に前倒しとなり、本市でも児童生徒へ一人一台の

端末が導入されました。 

   導入された機器を有意義に活用できるよう ICT 支援員等を配置す

る中で、教育現場において、ICT 機器を有効活用することにより、急

速に進展する高度情報化社会に適応できる子どもの育成に努めます。 

   また、緊急に学校が休校を余儀なくされた場合における学びの保障

を行うための活用についても研究してまいります。 
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（15）施設整備について  

 宿毛小学校および宿毛中学校の校舎等改築は、令和２年度中に校舎

が完成し、令和３年度はグラウンド等の整備は残りますが、新しい校

舎で教育活動が行えるようになりました。令和３年度中には全ての施

設が完成するよう取り組んでまいります。  

 また、学校施設の整備については、南海トラフ地震に備え、老朽化

が懸念される各施設につきましても改修等に努めてまいります。 

さらに、西地区の小中学校の校舎建築に向け適地調査を実施してま

いります。 

 

(16) 小中一貫教育について 

   学力の向上や生徒指導における課題の解消等、教育効果の更なる向

上に向けた取り組みとして、小学校・中学校の連携を深めながら、義

務教育の９年間及び義務教育を終えた子どもたちの姿を見据えた教

育の取り組みをさらに推進するため、令和３年度からスタートする小

筑紫小学校、小筑紫中学校の取り組みを支援するとともに市内全域で

の小中一貫教育実施に向けて、引き続き研究を進めてまいります。 

 

学校給食 

 

１．基本方針 

 

  子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に着けていくた

めには、何よりも「食」が重要であり、「食育」は心身の成長及び人格

の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたり健全な心と身体を培い豊か

な人間性を育む基礎となるものです。 

学校給食は、食に関する正しい知識や適切な栄養の摂取による健康の

保持増進、各教科等の食に関する指導と関連付け食育の組織的・計画的

な推進体制を確立し、学校・家庭・地域が連携し、豊かな食文化や郷土

への理解と関心を深め次代を担う子供の食環境の改善に取り組みます。 

 

２．重点目標・施策 

 

（１）安心・安全な学校給食の提供 

   学校給食法の規定に基づく学校給食衛生管理基準を遵守し、学校給

食施設の整備を行うと共に、食物アレルギー対応として除去食を原則
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に代替食も提供するとともに、給食従事者の衛生管理を徹底してまい

ります。 

 

（２）児童・生徒の健康増進 

   成長過程にある児童・生徒に栄養バランスの取れた学校給食を提供

し、児童・生徒の健康増進に取り組んでまいります。 

 

（３）食育の推進 

   児童・生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付け、

豊かな人間性を育むために、学校給食の献立を教材とし、食育授業や

地元関係団体からの提供食材を使用した調理実習等を行い、郷土の食

文化や地場産物に対する理解と関心を深めてまいります。 

 

（４）地産地消の推進 

   県、市町村、漁協などの各関係機関をはじめ、地元の生産者等との

連携を図り、地場産物を給食献立に積極的に活用し更なる地産地消の

推進に取り組んでまいります。 

 

（５）施設整備 

現在の学校給食センターは、供用開始から４０年を目前に、建物・

調理設備ともに老朽化が著しく、日常の調理業務においても支障をき

たし、日々設備の修繕等を繰り返しながら運営してまいりました。 

令和２年度に旧松田川小学校跡地への建設が決定し、令和３年度は、

建物実施設計を作成する予算案を上程する運びとなりました。 

今後は、新たな学校給食センターの開設に向け、スケジュールや施

設の規模・設備の概要等について具体的な計画の策定に取り組んでま

いります。 

 

生涯学習 

 

１．基本方針  

 生涯学習につきましては、少子高齢化、国際化、高度情報化などの社

会情勢を背景に、市民の価値観やライフスタイルが変化しており、多様

なニーズに対応した総合的な学習機会の充実が求められています。 

また、これまで培ってきた地域における人と人とのつながりは、人口

減少が進む中で希薄化傾向がみられ、加えて、家族形態の変容とともに、
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子どもを取り巻く環境も大きく変わり、地域の教育力の低下が指摘され

ています。 

これらの課題を解決し、生きがいと潤いのある人生を過ごすことがで

きるよう、宿毛文教センターを拠点として、地域の皆様が気軽に集える

機会を提供し、いつでも、どこでも、誰でもが、自発的に学習できる機

会を充実させることによって、地域全体の教育力の向上を図るとともに、

一人ひとりの人権が尊重され、子どもたちが健やかに育つ豊かで文化的

な地域社会づくりに取り組みます。 

また、市民の健康増進と体力づくりの意識高揚を図るために、各種ス

ポーツ団体等と協力し、宿毛市総合運動公園を拠点として、生涯スポー

ツの振興と競技力の向上に努めるとともに、スポーツ合宿やスポーツ大

会を積極的に誘致することにより、スポーツを通じた交流人口の拡大に

取り組みます。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける

なかで、一部の事業しか推進できなかったため、課題解決に向け、改め

て取り組みを進めてまいります。 

 

２．重点目標・施策  

 

（１）家庭教育の推進 

家庭、地域、学校及び家庭教育推進協議会などの関係機関と連携す

る中で、子どもたちが基本的な生活習慣や社会的なマナーなどを身に

つけ、自尊感情を育み、心豊かで健全な成長が図られるよう、子ども

のみならず保護者も対象とした子育てに係る講演会や研修会などを

実施して、家庭の教育力の向上に努めます。 

 

（２）青少年健全育成の推進 

放課後子ども教室・放課後児童クラブの取り組みにより、放課後等

の子どもたちの安全で安心な活動場所を確保するとともに、青少年育

成センターを核として、家庭、地域、学校及び関係機関が連携し、地

域の教育力を活用する中で、地域ぐるみで子どもたちの健全育成に努

めます。 

また、子どもフェスティバルなどの公民館事業等を通じて、子ども

から高齢者までを対象としたふれあい事業の実施や地域の教育力を

活用した世代間の交流を進め、優しさと温もりのある地域社会で子ど

もたちの健全育成に努めます。 
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（３）文化活動の推進 

市民の多様な学習要求に応えられるよう、宿毛市展や芸術祭などの

芸術・文化に親しむ機会を提供し、公民館の各種サークル活動の育成

支援を行うなど、市民及び文化団体等が自ら行う文化活動の支援に努

めます。 

また、令和２年度に予定していたものの実施できず、令和３年度で

の新たな文化事業となる「宿毛市市民講座」を開催し、市民の方々に

学びの機会を提供することで、豊かで生きがいのある生活を実感して

いただくよう努めます。 

また、平成３１年１月末をもって閉幕した「志国高知幕末維新博」

において、大きな成果となった観光と連携した企画展の開催や、林邸

を中心とした周辺史跡周遊の取り組みを継続してまいります。併せて、

文化財の維持管理と保護及び愛護思想の普及に努め、地域の芸能・伝

統文化の継承・発展に努めます。 

 

（４）生涯スポーツの推進 

ＮＰＯ法人宿毛市体育協会をはじめとする各種スポーツ団体やス

ポーツ推進委員等と連携して、競技人口の底辺拡大や競技力の向上を

図るとともに、サイクルフェスティバルや宿毛花へんろウォークなど

の開催により、市民一人ひとりが体力や年齢、技術等に応じて、生涯

を通じて気軽にスポーツを楽しむことが出来る生涯スポーツの推進

に努めます。 

 

（５）スポーツを活用した交流人口の拡大 

各種スポーツ団体や高知県及び宿毛市観光協会等と連携し、スポー

ツ合宿や各種スポーツ大会の誘致に努めるとともに、マラソン大会を

はじめ、市内の各種スポーツ施設を活用した事業等により、市外から

の交流人口の拡大に努めます。 

また、１年延期となった東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会関連事業として、４月１９日（月）に本市で行われる東京

２０２０オリンピック聖火リレー及びセレブレーションイベントは、

全国に本市をＰＲできる機会でもありますので、市を挙げて事業実施

に取り組みます。 

さらに、これまで取り組んできたオランダとのホストタウン事業に

ついても、スポーツだけでなく、文化・教育等様々な分野におけるオ

リンピック・パラリンピックレガシーをしっかりと後世に残すことを

念頭に取り組みます。 
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（６）学習情報・機会の提供と学習支援体制の充実 

宿毛文教センターのホームページを充実するとともに、「広報すく

も」や図書館だより「さくら」、文教センター利用情報提供システム

等を通じ、学習情報の提供に努めます。 

また、「オーテピア高知図書館」とも連携を図り、相互貸出等のサ

ービスの充実を図ります。 

さらに、「高知大学出前公開講座」の開催をはじめ、就学前の子ど

も達が、気軽に英語にふれることができる機会を設けるなど、学習機

会の提供に努めます。 

加えて、読み聞かせや読書講座などを実施して読書教育を推進する

とともに、中央公民館、宿毛歴史館、坂本図書館、生涯学習課が連携

して、学習支援体制の充実に努めます。  

 


