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計 画の概要 

（１）計画の目的 ····················································  

「港区学校教育推進計画」は、「港区教育ビジョン（港区教育大綱）」が掲げる基本理念、めざす人

間像、取組の基本的方向性に基づき、子どもたちや学校を取り巻く環境の変化、これまでの取組と成

果、区民ニーズ等を踏まえた上で、区立幼稚園、小・中学校における教育のさらなる充実・発展、魅

力ある学校づくりを着実に推進するための基本的な考え方や施策、具体的な取組を示した計画です。 

港区では「港区教育ビジョン（港区教育大綱）」の基本理念・方向性を踏まえつつ、学校教育を取り

巻く社会情勢の変化や現状と課題に対応した施策を計画的に推進するため、新たに「港区学校教育推

進計画」を策定することとしました。 

 

（２）計画の位置付け ················································  

「港区学校教育推進計画」は、学校教育分野における具体的な取組を推進するための基本的な考え

方や施策を示すものです。また、「港区基本計画・港区実施計画」をはじめ、幼児教育や生涯学習、ス

ポーツや図書館サービスなどの教育分野の各計画のほか、国際化、環境等の関連計画と整合性を図り

ます。なお、これまで個別計画として策定し、令和２（2020）年度で計画期間を終了する「港区教職

員の働き方改革実施計画」、「港区学校情報化アクションプラン」の２計画については、今後さらに継

続して取り組むべき施策を精査した上で、港区学校教育推進計画に統合し計上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 ····················································  

「港区基本計画」の計画期間と同様に、令和３（2021）年度から令和８（2026）年度までの６年間

の計画とし、中間年となる令和５（2023）年度に見直しを行う予定です。 

学校教育推進計画 
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港区学校教育推進計画 
港区教育ビジョンの実現に向けた 

学校教育に関する取組 

 

港区基本構想（平成 14 年～） 

基本計画・実施計画 
（令和３年度～令和８年度） 

港区教育ビジョン 

（港区教育大綱） 

調整 

 

  港区幼児教育振興アクションプログラム 

  港区生涯学習推進計画 

  港区スポーツ推進計画 

  港区立図書館サービス推進計画 

教育行政の個別計画（令和３年度～令和８年度） 
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策 定の背景 

（１）社会情勢の変化 ················································  

①持続可能な社会への移行 

  平成 27（2015）年９月の国連サミットで、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール（目

標）から構成された令和 12（2030）年度までの国際目標「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」

が採択されました。目標４「質の高い教育をみんなに」では、すべての子どもへの学習環境の

提供や、持続可能な開発を促進するための必要な知識及び技能の習得などが掲げられています。 
 

②Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた取組の進展 

  ⅠｏＴやロボット、ＡＩ、ビッグデータ、５Ｇといった技術革新により、経済発展と社会的課

題の解決を両立する新たな社会「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の実現に向けた取組の進展が予測さ

れます。 
 

③新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響 

  感染拡大により、区民生活に影響が出ており、引き続き感染症対策が求められるところですが、

感染拡大に伴う学校の長期の臨時休業を契機として、オンライン教育の必要性に焦点が当てら

れ、全国の自治体で導入に向けた取組が加速しました。さらに、「新しい生活様式」の浸透が学

校教育の現場にも変化をもたらしました。 
 

④増加傾向が続く区の人口動向 

  区の総人口は今後、30万人を超える見込みであり、子どもの人口増加も続いています。教育の

質を確保するため、的確な施策を展開していくことが求められます。 
 

⑤人生 100 年時代の到来 

  日本人の健康寿命は世界最高水準であり、更なる延伸が予想されています。こうした人生 100

年時代を迎えるにあたっては、一人ひとりが豊かな人生を送ることができるよう、だれもが生

涯にわたってあらゆる機会に学び続けることができる環境づくりが大切です。生涯にわたって

学習に取り組む意欲や資質を育むために、幼児教育、小・中学校教育の段階から質の高い教育

を行い、充実したマルチステージの人生を送れるよう教育環境を整備する必要があります。 
 

（２）国や都の状況 ··················································  

  平成 29（2017）年に幼稚園教育要領及び小・中学校学習指導要領を改訂 

  平成 29（2017）年「学校における働き方改革に関する緊急対策」 

  平成 31（2019）年「東京都教育ビジョン（第４次）」 

  令和元（2019）年「ＧＩＧＡスクール構想」 
 

（３）港区の状況 ····················································  

  教職員の働き方改革の推進 

  コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の推進 

  港区立みなと科学館の開設 

  １人１台タブレット端末配備 

  特別支援教育の充実 
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港 区の学校教育に関する課題 

令和元（2019）年度に、６～11歳及び 12～14歳の子どもがいる保護者への郵送アンケート調査と、

区立小学校５年生、中学校２年生への調査を実施しました。このアンケート調査の結果や各種統計デ

ータ等から得られた港区の学校教育に関する課題を以下に示します。 

 

 

(１) 「徳」「知」「体」を育む学びの推進 

  アンケート調査では、「学校に行くのは楽しいと思うか」の質問に肯定的回答をしている割合が

小学生で全国平均と比べて若干低いこと、中学生の肯定的回答の割合が小学生と比べて下がっ

ていることから、「徳」を重視した教育が求められている 

  中学校数学の標準偏差の値が国語、英語より大きいことが挙げられる。個に応じた習熟度別指

導の充実が求められている 

  アンケート調査では、運動やスポーツをすることが好きかという問いについて、「好き」と回答

している割合が、中学生では５割未満となっており、発達段階に合わせた運動を行うことによ

り、体力を向上させていくことが求められている 

  インクルーシブ教育の考え方について、幼児・児童・生徒及びその保護者の理解を深めるとと

もに、特別支援教育の一層の充実を図る必要がある 

 

(２) 未来を切り拓いて生き抜く力の育成 

  ＩＣＴの活用による授業改善や、みなと科学館の効果的な活用が求められる 

  幼・小中一貫教育に向けたさらなる指導の充実・発展が必要 

  環境問題や防災など、様々な地域課題について、子どもたちが体験し、自分ごととして捉える

機会を充実させることが重要 

  子どもたちが抱える様々な悩みに対して、多様な方法で対応できる環境を整えていく必要があ

る 

 

(３) 地域社会と連携した教育の推進 

  学校運営協議会を充実させ、学校・家庭・地域社会が一体となって、より良い教育を推進して

いくことが重要である 

  日本語学級の拡充や日本語適応指導の指導方法の改善が必要 

  語学力とともに、コミュニケーション能力、異文化に対する理解が求められている 

 

(４) 学びを支える教育環境の充実 

  教員一人ひとりが資質・指導力を高めていくためには、研修等の充実とともに、負担の軽減を

図り、教員が教育活動に専念できる時間を確保する必要がある 

  児童・生徒数の増加に対応するとともに、学校生活における安全・安心対策の充実が求められ

ている 
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施 策の体系 

めざすべき子どもの姿を実現するため、次の４つの基本目標に沿って施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標（１）「徳」「知」「体」を育む学びの推進 

施策（１）豊かな心の育成 

施策（２）確かな学力の育成  

施策（３）健やかな体の育成 

施策（４）インクルーシブ教育の推進 

 

 

基本目標（２）未来を切り拓いて生き抜く力の育成 

施策（１）未来を創造する力の育成 

施策（２）幼・小中一貫教育の推進  

施策（３）地域の課題に向き合う意識を育む教育の推進 

施策（４）相談体制の充実 

 

基本目標（３）地域社会と連携した教育の推進 

施策（１）様々な団体との協働・連携による教育の推進 

施策（２）国際社会に対応する教育の推進 

 

 

基本目標（４）学びを支える教育環境の整備 

施策（１）学校の教育力の向上 

施策（２）安全・安心で魅力ある教育環境の整備 

 

 

 

 

 

※各基本目標に関係する SDGs のゴールをアイコンとして示しています。 

  

 

夢と生きがいをもち、自ら学び、考え、行動し、 

未来を創造する子ども 

め ざ す べ き 姿 
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新 規事業・重点事業 

今回の策定に伴い新たに取り組むものを新規取組、特に重点的に取り組むべきものを重点取組と位

置付け、それぞれ「新規」「重点」と表示して以下に示します。（以下の記載は本編から一部抜粋） 

 

基本目標１ 「徳」「知」「体」を育む学びの推進 

（１）豊かな心の育成 

①いじめ防止推進事業の充実 

子どもの人権を尊重し、誰もがいじめ問題の重大性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握して

迅速に対応するため、「港区いじめ防止基本方針」及び条例に基づく「港区いじめ問題対策連絡協議

会」等の関連組織を活用し、いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進します。 

 

（２）確かな学力の育成 

①基礎学力・活用力の習得 

少人数指導やＩＣＴの整備や活用による学習形態の工夫など、指導方法の工夫・改善をとおして

「わかる授業」を実践することにより、児童・生徒の学習意欲を喚起するとともに、基礎的な知識・

技能の定着を図ります。 

 

②学校図書館の充実 

学校図書館に、読書指導、読書活動の拠点として読む力を育てる「読書センター機能」、学習に役

立つ資料を備え、豊かな学習活動を支援する「学習センター機能」、情報リテラシーを育成する「情

報センター機能」を確立し、活用することで児童・生徒の主体的・対話的で深い学びや、自主的、

自発的な読書活動を実現させます。 

 

（３）健やかな体の育成 

①健康な体づくり 

家庭との連携により基本的な生活習慣、食習慣、運動習慣の確立、一人ひとりの健康な体づくり

を支援し、年齢や成長に応じた体力・運動能力を伸長させるための教育を推進します。 

 

（４）インクルーシブ教育の推進 

①特別支援教育の充実 

幼稚園入園から中学校卒業までの 12 年間の成長を見とおした長期的な視点に立ち、幼児・児童・

生徒の障害の特性や程度に応じた支援を行います。 

 

②特別支援教育体制の整備 

一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を行うため、家庭や医療機関、児童発達支

援センター、障害者福祉課等との連携を強化し、社会的自立や共生社会の実現を視野に入れた幼児

期からの教育相談体制を整備します。 

新規 重点 

重点 

新規 重点 

重点 

重点 

重点 

本編 P63 

本編 P66 

本編 P67 

本編 P69 

本編 P71 

本編 P72 
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基本目標２ 未来を切り拓いて生き抜く力の育成 

（１）未来を創造する力の育成 

①ＩＣＴを活用した学びの充実 

・教科指導におけるＩＣＴの活用は、児童・生徒の学習への興味・関心を高めるとともに、多様な

機能を活用して学習内容の理解を深めるなどの効果が期待できます。そのため、小・中学校にお

ける各教科指導において、学習目標の達成やねらいに沿った授業を実践することを目的にＩＣＴ

活用を積極的に推進します。 

・学習者用のデジタル教科書をタブレット端末に導入することで、児童・生徒が試行錯誤を繰り返

し、自立して学習できる環境を整えます。また、教師用のデジタル教科書は、引き続き導入し授

業時の効果的な活用を目指します。 

 

②理数教育やＳＴＥＡＭ教育の推進 

・理数教育に関する大学の専門家を講師とする出前授業を、各中学校において実施します。講師が

独自に開発した教材による観察や実験・講義をとおして、生徒が理科や数学の不思議さと奥深さ

を体験することにより、理数教育への興味・関心、学習意欲の向上につなげます。また、教科横

断的な視点から教育活動の改善を行いＳＴＥＡＭ教育の推進を図ります。 

  ・港区立みなと科学館において、体験型の常設展示や企業等との連携による展示を充実し、児童・

生徒の理科・科学への関心を高めます。また、区立小・中学校の理科担当教員との港区立みなと

科学館への期待に関する意見交換を踏まえ、学校で実施することが難しい内容の実験や、星の動

きをはじめ最新の宇宙の話題などを提供するプラネタリウムにおいて、子どもたちの理科・科学

への興味がわくような体験学習を充実します。 

 

（２）幼・小中一貫教育の推進 

①幼・小中一貫教育の推進 

保幼小の連携、「小学校入学前教育カリキュラム」や各小学校の「スタートカリキュラム」の活用

により、「小１問題」の未然防止を目指します。また、「ＭＩＮＡＴＯカリキュラム」をもとに、小・

中学校の学習の円滑な接続等に取り組み、「中１ギャップ」の解消を図ります。 

 

（３）地域の課題に向き合う意識を育む教育の推進 

①環境教育の充実 

港区立みなと科学館において、地球環境、自然環境、リサイクルなどを題材にものづくりや体験

学習などをとおして、幼児・児童・生徒の環境保全への興味・関心を高める教育を推進します。 

 

 

重点 

重点 

重点 新規 

重点 

本編 P73 

本編 P77 

本編 P79 

本編 P81 



7 

（４）相談体制の充実 

①相談機能の充実 

・子どもたちや保護者の悩みや不安の解消のため、各幼稚園、小・中学校でのスクールカウンセラ

ーによる教育相談や教育センター相談員による相談体制の整備を推進します。 

・子ども家庭支援センターや児童相談所等の関係機関をはじめ、民生・児童委員など地域との連携

により、児童虐待、いじめ、不登校、非行などの諸問題の未然防止・早期発見・早期対応に努め

るとともに、スクールソーシャルワーカーを事案に応じて派遣し、教育と福祉の両面から問題解

決にあたります。令和３（2021）年度の（仮称）港区立子ども家庭総合支援センター開設後は、

新たに区が設置する児童相談所との相互協力を強化し、より綿密な連携による相談体制の構築に

取り組みます。 

 

②不登校対策の推進 

適応指導教室（つばさ教室）は、学校復帰を目指して通室する児童・生徒に適切な相談、指導及

び支援を行う施設として、児童・生徒の状況に配慮した環境づくりに取り組みます。 

 

 

基本目標３ 様々な団体との協働・連携による教育の推進 

（１）様々な団体との協働・連携による教育の推進 

①コミュニティ・スクールの推進 

保護者や地域住民が学校運営に参画することにより、地域の力を学校運営に生かす「地域ととも

にある学校づくり」を推進することで、子どもが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みを構築

し、質の高い学校教育の実現を図るために、コミュニティ・スクールの設置を推進します。 

 

（２）国際社会に対応する教育の推進 

①国際理解教育の充実 

港区の国際理解教育の大きな特色である小学校の「国際科」、中学校の「英語科国際」により、英

語によるコミュニケーション能力の向上に取り組むとともに、国の小学校における教科としての英

語科の導入を踏まえた国際科カリキュラムを改訂し、国際科・英語科国際の内容のさらなる充実を

図ります。 

 

 

 

 

  

新規 重点 

重点 新規 

重点 

本編 P83 

本編 P86 

本編 P88 

新規 本編 P84 
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基本目標４ 学びを支える教育環境の整備 

（１）学校の教育力の向上 

①教員の指導力向上 

研究パイロット校（園）・奨励校（園）の指定や区内教員で組織する教育研究会、アカデミーにお

いて実施する研究保育や研究授業をとおして、教員の指導力の向上を図ります。 

 

②教員の負担軽減の推進 

・Office365 等を活用したリモートワークをすべての区立幼稚園、小・中学校が活用できるよう実

施体制を整備し、教員の負担軽減を図り、児童・生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を

整備するため、授業準備や家庭用教材等の印刷、保護者への連絡等をサポートするスクール・サ

ポート・スタッフを各校に配置し、一層の充実を図ります。 

・校務支援システムを継続して整備するとともに、自動採点システムのモデル校での試験的運用を

進め、授業の準備に充てる時間を確保するなど、教員の事務負担の軽減を図ります。 

・テレビ会議システムの利用を活性化していくことで、教員の移動時間や負担を軽減することによ

り、幼児・児童・生徒と向き合う時間を創出します。また、オンラインによる教員研修や研修内

容の動画配信など、教員が出張により学校を不在とする負担を減らすことで、授業準備を充実さ

せる時間を確保します。 

 

③給食費の公会計化の実施 

保護者から徴収する給食費を区の歳入とし、区の予算から支出する公会計化を行い、各学校の教

職員が担っている給食費の徴収・管理に関する事務を教育委員会事務局の職員が担うことで教職員

の負担軽減を図り、一年間分の給食費を区の予算として計上することで、計画的かつ安定的に学校

給食を提供します。 

 

 

  

重点 

重点 新規 

本編 P91 

本編 P93 

重点 本編Ｐ92 
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計 画の推進 

（１）推進体制······················································  

港区、幼稚園、小・中学校、

家庭、地域、事業者・団体と

いった多様な主体との協働・

連携により、本計画に掲げる

施策、事業を着実に推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の進行管理 ················································  

本計画に計上した施策は、計画【Plan】

実行【Do】点検・評価【Check】見直し・

改善【Action】のサイクルで着実に推進し

ます。 

計画の最終年度となる令和８年度に、

それまでの達成状況を点検・評価し、その

結果を踏まえ次期計画の策定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区学校教育推進計画【概要版】 

令和３(2021)年２月 
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