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　１　教育を取り巻く社会経済情勢　　

　　（1） 技術革新のもたらす社会の変容

　いま世界では、IoT55、ビッグデータ 49、AI53等の技術革新が、産業を取り巻く環境に大き

な影響を与えています。本市を含む名古屋大都市圏が得意とするものづくり産業におい

ては、これらの先端技術を積極的に取り入れた新たな価値の創造がより一層必要とされ

ており、そのための人材育成が課題となっています。これらの技術革新は、私たちの生活

様式や価値観にも大きな変化をもたらしています。このように社会が大きく変化する時

代においては、子どもたちがその変化を前向きに受け止め、社会や人生、生活を人間な

らではの感性を働かせてより豊かなものにしたり、現在では思いもつかない新しい未来

の姿を構想し、実現したりする力を育むことが必要です。平成32（2020）年度からは、小

学校・特別支援学校小学部から順次、新学習指導要領 12が全面実施されます。

　本市では、子どもたちが感性を磨き、想像／創造する力を鍛えながら、社会や人生をよ

りよいものにしていこうという目的を自ら考え、多様な他者と協働していくことのでき

る力、生涯にわたりたくましく生きるための基礎となる心身の健康など、新しい時代に求

められる資質・能力が着実に育まれるよう全力で取り組みます。

　特に、本市は、障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に

生きる地域社会を目標としています（「名古屋市障害者基本計画 45」）。子どもの頃から障

害に関する知識や理解を深め、障害の有無に関わらず共に助け合い、学び合う心を育

む。そのために、障害のない子どもと障害のある子どもが可能な限り同じ場で共に学ぶ

ことをめざす、インクルーシブ教育システム 7の構築を推進します。

　また、本市を中心とした名古屋大都市圏は、多くの産業が集積する日本のものづくり

産業の中核です。本市は日本有数の大学の集積地でもあり、市内の大学からノーベル賞

受賞者を多く輩出するなど、高等教育機関も充実しています。こうした強みを活かし、産

業界や大学と連携した教育を推進します。

　さらに、教職員の創意工夫による教育活動が展開できるようにするための研修機会の

充実や、教員がいきいきと教育活動に取り組むための働き方改革を力強く進めます。

施策1　基礎的・基本的な知識・技能の習得と、自ら考え、判断し、表現するなど幅広い学

　　　　力の育成を進めます

施策2　人権を尊重し多様性を認め合う心、豊かな感性と創造力、社会の一員としての規

　　　  範意識や自覚を育みます

施策3　望ましい生活習慣を身に付け、生涯にわたってたくましく生きるための心身を育みます

施策6　豊かな人間性と確かな指導力をもった教職員を育成します

施策7　教員がいきいきと教育活動に取り組むための環境整備を進めます

第２章　本市の教育を取り巻く状況

関連 



- 6 -

　技術革新に伴い産業構造が変化する中で、労働市場においては雇用者全体に占める

非正規雇用者の割合が増加するなど、不安定な雇用環境が広がっているといわれていま

す。非正規雇用の広がりは所得格差を生み、子どもの貧困をもたらす原因になっている

とされています。

　本市では、家庭の経済状況等に関わらず、子どもたち一人ひとりが将来への可能性を

広げるための学びの機会が保障されるよう、経済的な支援に丁寧に取り組みます。

　価値観やライフスタイルが多様化する中で、家族・世帯のあり方や人と人とのつながり

が変化しています。本市でも、単身世帯の増加や町内会加入率の低下など、地域コミュニ

ティの希薄化が進行しています。地域コミュニティが変化する中で、さまざまな困難や悩

みを抱えながら身近に相談する相手のいない親・子どもの孤立は、とても深刻な問題で

あり、早急な対応が必要とされています。

　本市では、さまざまな悩みや心配を抱える子どもや親に寄り添い総合的に支援し、子

どもの目前の進路にとどまらず将来の針路を応援するため、平成30（2018）年1月に「ナ

ゴヤ子ども・親総合支援推進調整会議」を設け、教育委員会と市長部局が一丸となって、

子ども・親の支援事業を行うという、これまでにない取組を開始しました。

　子どもや親の人生（ライフキャリア）支援の視点に立った施策等を重点的に推進するこ

とにより、子どもたちが未来に向かって夢や希望をもち、力強く歩んでいけるよう応援し

ます。

施策12　保護者の経済的負担を軽減し、多様な進路選択を支援します

施策10　子どもの針路を応援するため、一人ひとりの発達の過程を支援します

施策11　いじめや不登校などの未然防止と早期発見・解決に取り組みます

施策13　親子のふれあいと家庭の教育力向上を支援します

　　（2） 価値観・ライフスタイルの多様化

関連

関連



- 7 -

　名古屋大都市圏の中枢都市であり、商業・サービス業の中心地でもある本市では、国

籍や民族など多様なバックグラウンドをもつ在住外国人の人口が増加し、出身地の多国

籍化に伴う母語の多様化も進んでいます。市立小・中学校への外国人児童生徒の就学

率も増加傾向にあり、高等学校を含め日本語指導の必要性はますます高まっています。

ナゴヤ子ども・親総合支援
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　本市は、将来のまちの姿として、多様な人たちが自分らしく活躍できるまちをめざし

ています。障害のある子どもや発達障害 48の可能性のある子どもにとっては、自らの能

力を最大限に伸ばし、自立や社会参加に必要な力が培われることが重要です。

　本市では、学びに困難を抱える多様な子ども一人ひとりの個性と向き合い、必要とさ

れる教育的ニーズに対応した施策等を、きめ細かに展開します。

　情報通信や交通手段等の飛躍的な技術革新を背景に、金融や経済活動が国境を越え

て展開されるようになっており、気候変動や食糧、エネルギーなどの課題に対して、環

境・社会・経済の三つの側面を調和させる、全地球的規模での対応が求められていま

す。

　こうした中で、平成27（2015）年9月に国際連合で採択された「持続可能な開発のた

めの2030アジェンダ」とその中に掲げられた「持続可能な開発目標（SDGs58）」は、国際

社会全体の普遍的目標です。本計画では、「誰一人取り残さない」という基本的な考え方

を踏まえながら、SDGsのめざす理念の共有を図ります。

施策4　多様な教育的ニーズに対応したきめ細かな支援を推進します

　　（3） グローバル化の進展と環境の持続可能性への懸念

関連

市立小・中学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移

（平成20（2008）年度～30（2018）年度）

資料：本市教育委員会作成
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　グローバル化 18する社会では、多様な文化・価値観をもつ人たちとの協働が不可欠で

あり、自らのアイデンティティを大切にしながら、多様性を認め合い、主体的に行動でき

る人材（社会にとっての財（たから）という意味では「人財」というべきものです。）が必要

とされています。本市では、平成38（2026）年の「第20回アジア競技大会 3の開催」や平

成39（2027）年の「リニア中央新幹線 52（品川－名古屋間）の開業」が予定されており、国

内外の人たちとの交流の深まりが期待されています。

　本市には、歴史の中で育まれた豊かな文化があります。教育委員会では、平成30

（2018）年に、縄文時代・弥生時代からの名古屋の歴史を副読本「ナゴヤ歴史探検」とし

て編集・発行しました。この本は、中学生へ配付するとともに、書店での一般販売により

市民の皆さまとも共有し、歴史を通じた名古屋の魅力発信につなげています。

　本市では、子どもたちが郷土の歴史や文化に親しむ機会をさらに充実させ、郷土への

誇りやアイデンティティの形成を進めるとともに、外国語を使ってコミュニケーションを

とりながら、海外の人たちと連携・協力することのできる人材（人財）の育成を積極的に

進めます。

　日本の人口は、平成20（2008）年をピークに減少傾向にありますが、本市でも、平成34

（2022）年頃をピークに減少に転じると推計されています。また、少子化の進行により、市

立小・中学校に通う児童生徒数は、昭和57（1982）年度のピーク時に児童数（小学生）

20.0万人、生徒数（中学生）9.1万人だったものが、平成30（2018）年度にはそれぞれ

11.2万人、4.9万人と、4割以上減少しています。この傾向は今後も続くと見込まれてお

り、約30年後の平成62（2050）年には、さらに減少する見込みです。少子化が進むことに

施策5　グローバルに活躍するための資質・能力を育みます

　　（4） 少子化・高齢化に伴う人口構造の変化

関連

持続可能な開発目標（SDGs）

出典：国際連合広報センターのウェブサイト
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より小規模化する学校は増加しており、その解消が課題となっています。また一方では、

31学級以上の過大規模の小学校の解消が課題となっています。

　本市では、望ましい学校規模を確保することで、子どもたちがいきいきと輝く良好な

教育環境づくりを計画的に進めます。

　高齢化が進む中にあって、アクティブシニア 1といわれる意欲や能力のある世代の人口

は増加しており、こうした人たちの活躍が社会の活性化には欠かせない存在となってい

ます。子ども人口の減少と高齢者人口の増加という傾向は、多くの大人が地域の子ども

の支え手となるチャンスであると、前向きに捉えることもできます。

　本市の学校では、これまでも産業界や大学等を含めた地域の方々に支えられて、教育

活動を進めてきました。市民の皆さまには、豊かな知識や経験をもとにした子どもたち

の教育活動や見守り活動への参画、図書館や生涯学習センターなどにおける生涯を通じ

た学びによって、地域の中でさらに活躍していただけるよう、施策等の展開を幅広く進

めます。

　戦後の急激な人口増加や高度経済成長にあわせて整備された公共施設の老朽化は、

日本全体で課題となっており、本市でも児童生徒数の急増に伴い建築された学校が、今

施策9　子どもにとって望ましい学校規模を確保します

　　（5） 公共施設の老朽化

関連

施策14　地域と共に子どもを見守り、育みます

施策15　図書館改革を進め、読書機会の充実と多様な学びを支援します

施策16　生涯を通じて学び、社会で活躍し続けられるよう支援します

施策17　博物館・美術館・科学館の魅力を磨き上げ、発信します

施策18　名古屋の歴史や文化に根ざした魅力を大切にし、活用・発信します

関連

出典：ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画（平成31（2019）年3月）

名古屋市推計を基に本市教育委員会が作成

市立小・中学校における児童生徒数の推移
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　2　教育をめぐる国の動き　　

　　（１） 首長と教育委員会との連携強化

後一斉に更新時期を迎えます。

　施設の安心・安全の確保はもちろんのことですが、子どもたちにとってよりよい学びの

場となるような機能更新も進めていかなければなりません。また、学校は地域コミュニ

ティの拠点であり、本市を含むこの地域において発生が想定される南海トラフ 46を震源

とする大規模な地震などの自然災害の際には、地域防災の拠点となります。

　本市では、学校を市民の財産として有効活用するとの視点をもちながら、計画的な施

設整備とよりよい施設のあり方についての検討を着実に進めます。

　平成27（2015）年4月に地教行法の一部改正法が施行され、首長と教育委員会との連

携強化が進んでいます。本市でも、総合教育会議である「ナゴヤ子ども応援会議」が毎年

度開催され、市長と教育委員会が教育に関する施策の方向性を共有し、推進していくた

め、大綱（「ナゴヤ子ども応援大綱」）についての協議や教育行政における重点施策など

の調整が行われています。

　本計画の策定にあたり、平成30（2018）年11月13日に「ナゴヤ子ども応援会議」が開

催され、「ナゴヤ子ども応援大綱」の改正や本計画において重点的に取り組む事項などに

ついて、話し合われました。

　本計画は、市長と教育委員会が同じ方向を向き、子ども・大人のための教育施策の推

進に全力で取り組むという強い決意の中で策定されています。

施策8　子どもが安心・安全で快適に学ぶことができる施設の整備を進めます関連

 

平成30（2018）年11月13日に開催された「ナゴヤ子ども応援会議」
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　平成29（2017）年4月に、指定都市 29にかかる県費負担教職員制度が廃止され、義務

教育諸学校（本市では小・中・特別支援学校）の教職員にかかる給与等の負担及び定数

の決定、学級編制にかかる権限等が、道府県から指定都市に移譲されました。この結果、

指定都市では、国に対し教職員の定数に関する要求を直接行うことや、市の実情を踏ま

えた教職員配置を行うことが可能となりました。

　本市では、権限移譲のメリットを活かした少人数教育の充実など、子どもたちがより安

心して学べる環境づくりに取り組んでいます。

　　（２） 教職員給与負担等にかかる権限移譲

　平成28（2016）年12月に、中央教育審議会 38で「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」が取りま

とめられ、学習指導要領 12（幼稚園は教育要領）の改訂告示後、幼稚園は平成30（2018）

年度から、小学校・特別支援学校小学部は平成32（2020）年度から、中学校・特別支援学

校中学部は平成33（2021）年度から、それぞれ全面実施されます。また、高等学校・特別

支援学校高等部は、平成34（2022）年度から年次進行で実施されます。

　新学習指導要領では、持続可能でよりよい社会のつくり手として期待される子どもた

ちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課

程 16」が重視され、「知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学

び」の実現」や、「各学校におけるカリキュラム・マネジメント 13の確立」などが示されてい

ます。

　本計画では、次章1 （2）にある“質の高い学びの促進”（P.16）の視点から、主体的・対

話的で深い学びの実現に向けた授業改善等、新学習指導要領の趣旨を踏まえた学びを

促進します。

　　（３） 学習指導要領の改訂

【参考】

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜すい）

　（総合教育会議）

第1条の4　地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する

　次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。

(1)　教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ず

　　 べき施策

(2)　児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急 

　　 の場合に講ずべき措置

2～9（略）
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　平成29（2017）年4月に、教育公務員特例法等の一部改正法が施行され、教育委員会

と大学等の連携・協働を強化しつつ、教員の養成・採用・研修の各段階を通じて、キャリ

アステージに応じた資質の向上を図る体制の整備が行われました。この法改正により、

任命権者は教員の資質向上に関する指標を定めるとともに、指標を踏まえて教員研修

計画を策定することとされています。

　本市では、愛知教育大学など県内の教員養成を行う大学や教育関係者と連携し、平成

29（2017）年度に「教員育成指標（教諭版）」を、平成30（2018）年度に「教員育成指標

（管理職版）」、「教員育成指標（養護教諭版）」及び「教員育成指標（栄養教諭版）」をそれ

ぞれ策定しました。子どもたちの“質の高い学びの促進”に向け、教員育成指標を踏まえ

た教員研修計画に基づく各種研修を充実し、教員の資質向上に取り組みます。

　　（４） 教員の資質向上にかかる新たな体制

　平成30（2018）年6月に、国の第3期教育振興基本計画が閣議決定されました。教育を

通じ、生涯にわたる一人ひとりの「可能性」と「チャンス」の最大化を今後の教育政策の中

心課題に据えて取り組むとの視点から、教育政策に関し、基本的な5つの方針が示され

ています。

　　（５） 国の第3期教育振興基本計画の閣議決定

1.　夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する

2.　社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する

3.　生涯学び、活躍できる環境を整える

4.　誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する

5.　教育政策推進のための基盤を整備する

　本計画は、国の教育振興基本計画を参酌しつつ、本市の実情を踏まえながら、重点や

具体的な取組を明確にし、策定するものです。


