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１ 次期計画策定の趣旨
本市教育委員会では、平成28年3月に「第2期高松市教育振興基

本計画」を策定し、学校・家庭・地域及び関係団体と一体となって

教育施策に取り組んでいるところです。

この度、本計画の計画期間が令和5年度で終了することから、社

会情勢の変化や国の動向等を踏まえつつ、現行計画の評価に基づく

施策の改善を図り、本市の教育の目指すべき方向とその実現に必要

な施策を、総合的・体系的に示すため、次期高松市教育振興基本計

画を策定するものです。
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２ 概要
（１）計画期間 令和６年度から令和13年度までの８年間

（２）計画の位置付け

・教育基本法第17条第２項の規定に基づく、地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画

・本市の市政運営の基本方針である「高松市総合計画」の教育に

関する分野別計画 ※第7次高松市総合計画（仮称）：令和6年度～令和13年度

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項の

規定に基づく「地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱」

・教育基本法第３条の「生涯学習の理念」を実現するための計画

（生涯学習に関する部分）



（３）計画策定に向けた基本的な考え方

国の教育振興基本計画を参酌するとともに、第２期高松市教育振興

基本計画の取組を継承しながら、計画策定後に生じた新型コロナウイ

ルス感染症による影響などの社会情勢の変化やＧＩＧＡスクール構想

の推進などの新たな教育課題にも対応するものとする。

《社会情勢の変化》

●人口減少、少子・超高齢化

●社会のデジタル化に向けた取組や先端技術を活用するSociety5.0の進展

●グローバル化や多様化

●大規模自然災害の発生に備えた取組

●脱炭素社会の実現に向けた取組
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●新型コロナウイルス感染症を契機として

・デジタル機器を用いたオンライン教育や、ＡＩ等を活用した学習教材な

どが学びを支えるなど、デジタルがもたらす学びにおける可能性を示す

機会になった

・学校の持つ福祉的機能や、教師と児童生徒が学校に集い、共に関わりな

がら学び、成長することの価値、教師の存在意義、リアルな体験の持つ

価値が再認識された

《主な新たな教育課題》

●新学習指導要領の全面実施 ●学校における働き方改革の推進

●ＧＩＧＡスクール構想の推進 ●子どもの多様化するニーズへの対応

●家庭・地域における教育力の向上
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《これらを踏まえた次期計画策定に当たっての新たな視点》

●「誰一人取り残さず、一人一人が輝く教育」、「高松で育ち、

高松で学び、高松で暮らして良かったと思える教育」の実現

●本市における「令和の日本型学校教育」の構築

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実、

学校・家庭・地域が連携・協働した教育の推進

●感染症や災害の発生等の緊急事態における学びの保障と、

「デジタル」と「リアル」の最適な組合わせ
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（４）次期計画策定に係る組織体制

①高松市教育振興基本計画策定懇談会

目的：学識経験者など幅広い視点から意見を伺う

任期：令和４年８月30日から令和６年３月31日まで

人数：９名

委員構成等： 懇 談 会 ※敬称略。50音順。

１ 公募委員 阿部 ひろみ

２ 高松市PTA連絡協議会 相談役 笠井 三奈

３ 高松市中学校長会 事務局長 川上 敬吾

４ 公募委員 竹内 典子

５ 高松市子ども会育成連絡協議会 会長 松本 学武

６ 高松市小学校長会 会計長 村川 絹子

７ 香川大学教育学部 教授 柳澤 良明

８ 高松大学発達科学部子ども発達学科 教授 山口 明日香

９ （一社）高松市コミュニティ連合会 理事 山本 雅宏



②高松市教育振興基本計画策定庁内検討委員会（委員会・幹事会）

委員構成等：
委 員 会（７人）

区分 役職名

委員長 教育長

副委員長 教育局長

委員
（5人）

市民政策局長

総務局長

財政局長

健康福祉局長

創造都市推進局長

幹 事 会（21人）

区分 役職名

幹事長 教育局次長（総務課担当）

委員
（20人）

政策課長 教育局総務課長

総務局総務課長 学校教育課長

財政課長 保健体育課長

子育て支援課長 生涯学習課長

こども女性相談課長 人権教育課長

こども保育教育課長 中央図書館長

文化芸術振興課長 総合教育センター所長

文化財課長 少年育成センター所長

スポーツ振興課長 生涯学習センター副館長

美術館美術課長 高松第一高等学校事務長
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３ 高松市の教育に関するアンケート調査の概要（案）
（１）調査の目的

本調査は、「次期教育振興基本計画」を策定するにあたり、児童生徒

の学習意欲、将来に対する意識、家庭や地域における教育力などの現状

把握、前回の調査との経年比較を行うことで、本市の教育施策全般に、

調査結果で得た課題等を生かすため、実施する。

（２）調査の主な内容

・学校教育（生活）について

・家庭や地域での教育（生活）について

・子どもの教育（課題等）、将来に対する意識について

・本市の教育施策（必要な取組等）について
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（３）実施時期（予定）

令和４年10月から11月までのうち、約２週間

（４）調査の対象及び調査方法

調査対象（案） （H26実績） 対象人数 調査方法

小学生
対象校 高松市立小学校のうち26校 高松市立小学校のうち26校

約1,500人 Forms
対象者 第３・５学年から１クラス選出 第３・５学年から１～２クラス選出

中学生
対象校 高松市立中学校のうち11校 高松市立中学校のうち11校

約400人 Forms
対象者 第２学年から１クラス選出 第２学年から１～２クラス選出

保護者

対象校
・園

①小・中学生調査対象校
②高松市立幼稚園・こども園10園

①小・中学生調査対象校
②高松市立幼稚園・こども園のうち10園

約2,300人
紙調査

（Forms）
対象者

①アンケート実施クラスの保護者
②年長（５歳児）から１クラス

①アンケート実施クラスの保護者
②年長（５歳児）クラスから１クラス選出

教員

対象校 保護者調査の対象校（小7人中6人） 保護者調査の対象校（小5人中4人）

約300人

Forms

対象園 保護者調査の対象園（2人） 保護者調査の対象園（2人）
紙調査

（Forms）

一般 対象者
無作為抽出した市内在住の20歳以上の
男女

無作為抽出した市内在住の20歳以上の男
女

1,000人
紙調査

（Forms）

合 計 約5,500人

※小・中学校の児童・生徒及び教員のうち、端末での回答が難しい場合は、

請求に応じて紙調査票を配布する。



４ 前回のアンケート調査との変更点
（１）調査方法

児童生徒及び教員 紙媒体 ⇒ Forms
（２）主な変更内容
① 小学生・中学生（小3 15項目 小5・中2 19項目 ）
◆学校生活について
・一人一台端末を使った授業について
・学校で困っていることや不安に思うことについて

◆家庭や地域での生活について
・家庭での会話について
・携帯電話やスマートフォンの使用について
・地域の人たちとの接し方について

◆自分の将来について
・将来も高松市に住み続けたいか

◆その他
・新型コロナウイルス感染症の影響について
・自由記載欄を追加 10



② 保護者（16項目）

◆子どもの教育について

・どのような子どもになってほしいか

・子どもたちに必要な資質・能力について

・子どもたちや教育の課題について

◆学校教育・生活について

・一人一台端末を使った授業について

・学校に期待することについて

◆家庭・地域における教育にについて

・将来、子どもに高松市に住み続けてもらいたいか

・家庭教育に必要な取組について

・地域の教育力を高めるための取組について

◆その他

・新型コロナウイルス感染症の影響について 11



③ 教員（11項目）

◆子どもの教育について

・どのような子どもになってほしいか

・子どもたちに必要な資質・能力について

・子どもたちや教育の課題について

◆学校教育について

・一人一台端末を使った授業について

◆学校・地域における教育について

・保護者や地域に協力してほしいことについて

・地域に開かれた学校にするために必要な取組について

◆その他

・新型コロナウイルス感染症の影響について

④ 幼稚園・こども園 保護者、教員（保護者 6項目 教員 4項目）

◆就学前教育について

・小学校生活への不安、円滑な接続に向けた必要な取組
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⑤ 一般市民（13項目）

◆子どもの教育について

・どのような子どもになってほしいか

・子どもたちに必要な資質・能力について

・子どもたちや教育の課題について

◆学校教育について

・学校に対してどのようなことを期待するかについて

・地域に開かれた学校にするために必要な取組について

◆家庭・地域における教育にについて

・家庭教育に必要な取組について

・地域の子どもたちとの接し方について

・地域の学校に対する協力できる取組など

・将来、子どもに高松市に住み続けてもらうための取組について

◆その他

・新型コロナウイルス感染症の影響について 13



令和4年度 令和5年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

作業日程

庁内検討
委員会

策定懇談会

教育委員会
定例会

総合教育
会議

アンケート
調査

パブリック
コメント

５ 調査スケジュール

▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼
意見交換会
（全体スケジュール、懇談会設置、アンケート）

意見交換会（アンケート実施） 報告
（アンケート結果、第2期計画の成果・課題等）

報告
（素案）

報告
（計画案）

議案
（パブコメ結果、計画案）

▼ ▼
骨子案・素案 パブコメ結果、計画案

▼ ▼ ▼ ▼
全体スケジュール、

アンケート
アンケート結果、

第2期計画の成果・課題等

素案 計画案

素案・数値目標検討 計画案作成骨子案（体系）検討

アンケート集計等
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▼ ▼
全体スケジュール、

アンケート
アンケート結果、

第2期計画の成果・課題等

▼ ▼
素案 計画案


