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H28 

 

１ 策定の趣旨

○ 平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

２ 位置付け

○ 本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

市教育大綱」の趣旨を反映させたものとする。

 ○ 本市教育委員会が

３ 基本構想の期間

 ○ 大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

 

 

 

 

４ 基本理念

 

 

○ 学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

生きる力をはぐくみます。

  また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

感でき、郷土に誇りの持てるひとづくりを進めます。

   

５ 基本理念の実現に向けて

〈第

●●●●    大分市総合計画大分市総合計画大分市総合計画大分市総合計画

◆◆◆◆    大分市大分市大分市大分市

（1）6 つの基本方針
 ⼤分市教育ビジョンの基本理念の実現に向け、
方針を定め、計画を推進します。

基本方針基本方針基本方針基本方針１１１１    

基本方針基本方針基本方針基本方針２２２２    

基本方針基本方針基本方針基本方針３３３３    

基本方針基本方針基本方針基本方針４４４４    

基本方針基本方針基本方針基本方針５５５５    

基本方針基本方針基本方針基本方針６６６６    

H29 

 

策定の趣旨 

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

位置付け 

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

市教育大綱」の趣旨を反映させたものとする。

本市教育委員会が所管する施策や事業を対象とする。

基本構想の期間

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

《4

H28 年度〜H31

 

基本理念 

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

生きる力をはぐくみます。

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

感でき、郷土に誇りの持てるひとづくりを進めます。

基本理念の実現に向けて

● 夢や希望を持ち

● 郷土に誇りを持ち

〈第Ⅰ期〉 H29 年度〜

大分市総合計画大分市総合計画大分市総合計画大分市総合計画    ＜

大分市大分市大分市大分市教育大綱教育大綱教育大綱教育大綱    

★★★★    大分市大分市大分市大分市

 
〈第Ⅰ期〉 

《3

つの基本方針
⼤分市教育ビジョンの基本理念の実現に向け、

方針を定め、計画を推進します。

    

    

    

    

    

    

生生生生きるきるきるきる力力力力をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ

子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの

社会教育社会教育社会教育社会教育のののの推進推進推進推進

個性豊個性豊個性豊個性豊かなかなかなかな文化文化文化文化

スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの振興振興振興振興

人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重するするするする

H30 

 

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

市教育大綱」の趣旨を反映させたものとする。

所管する施策や事業を対象とする。

基本構想の期間 

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

4 年間》 

H31 年度 

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

生きる力をはぐくみます。 

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

感でき、郷土に誇りの持てるひとづくりを進めます。

基本理念の実現に向けて 

豊かな⼼とたくましく⽣きる⼒をはぐくむ

夢や希望を持ち 「⽣きる⼒」

郷土に誇りを持ち 

年度〜H31 年度

＜基本構想（H28

    

大分市大分市大分市大分市教育教育教育教育ビジョンビジョンビジョンビジョン

 H29 年度〜H3

3 年間》 

つの基本方針 
⼤分市教育ビジョンの基本理念の実現に向け、

方針を定め、計画を推進します。 

をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ学校教育学校教育学校教育学校教育

どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの学学学学びをびをびをびを支支支支えるえるえるえる教育環境教育環境教育環境教育環境

推進推進推進推進とととと生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの

文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術のののの創造創造創造創造

振興振興振興振興    

するするするする社会社会社会社会づくりのづくりのづくりのづくりの

H31 

 

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

市教育大綱」の趣旨を反映させたものとする。 

所管する施策や事業を対象とする。

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

感でき、郷土に誇りの持てるひとづくりを進めます。

豊かな⼼とたくましく⽣きる⼒をはぐくむ

目指す人間像

「⽣きる⼒」 をはぐくむたくましい子ども

 生涯を通じて

年度 

H28～H36）＞ 

ビジョンビジョンビジョンビジョン    ＜基本構想

H31 年度 

⼤分市教育ビジョンの基本理念の実現に向け、6 つの基本

学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実

のののの振興振興振興振興    

創造創造創造創造とととと発信発信発信発信    

づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

H32 

 

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

 

所管する施策や事業を対象とする。 

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

感でき、郷土に誇りの持てるひとづくりを進めます。 

豊かな⼼とたくましく⽣きる⼒をはぐくむ

目指す人間像

をはぐくむたくましい子ども

生涯を通じて 自ら学び生きがいをはぐくむ

基本構想（H28～H36）＞

 

つの基本

（
 
ら、「縦の接続」と「横の連携」の視点による、つなぎ・つながる教
育の振興を図ります。

    
●学校段階はもとより、

観点から、

と⼒を⽣涯にわたって⾼め、豊かなものにしていくこ

とが⼤切です。

●

小学校と中学校など、それぞれの教育の役割や

校種ごとの目標の達成に留意しながら、円滑な

接続を図ることが⼤切です

 H33 

 

「

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

〈第Ⅱ期〉 H

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

豊かな⼼とたくましく⽣きる⼒をはぐくむ

目指す人間像 

をはぐくむたくましい子ども 

自ら学び生きがいをはぐくむ

）＞ 

〈第Ⅱ期〉 

（2）2 つの視点＜「縦の接続」と「横の連携」＞
 本市では、基本方針に基づく施策を総合的に推進する上か
ら、「縦の接続」と「横の連携」の視点による、つなぎ・つながる教
育の振興を図ります。

「縦の接続」

●学校段階はもとより、生涯学習社会の実現の

観点から、一人ひとりが、よりよく生きるための意欲

と⼒を⽣涯にわたって⾼め、豊かなものにしていくこ

とが⼤切です。 

●家庭教育と幼児教育、幼児教育と小学校、

小学校と中学校など、それぞれの教育の役割や

校種ごとの目標の達成に留意しながら、円滑な

接続を図ることが⼤切です。 

 H34 

 

「 大 

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

《5 年間》 

H32 年度〜H36

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

豊かな⼼とたくましく⽣きる⼒をはぐくむ 

自ら学び生きがいをはぐくむ ⼼豊かな⼤分市⺠

 H32 年度〜H3

《5 年間》 

つの視点＜「縦の接続」と「横の連携」＞
本市では、基本方針に基づく施策を総合的に推進する上か

ら、「縦の接続」と「横の連携」の視点による、つなぎ・つながる教
育の振興を図ります。 

学 

家 庭 

社会・

上級学校へ

就学前

小学校

高等学校

中学校

「縦の接続」

「縦の接続」 

生涯学習社会の実現の

一人ひとりが、よりよく生きるための意欲

と⼒を⽣涯にわたって⾼め、豊かなものにしていくこ

家庭教育と幼児教育、幼児教育と小学校、

小学校と中学校など、それぞれの教育の役割や

校種ごとの目標の達成に留意しながら、円滑な

 

 H35 

 

 分 市

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定する

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

6 年度 

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

⼼豊かな⼤分市⺠ 

H36 年度 

つの視点＜「縦の接続」と「横の連携」＞
本市では、基本方針に基づく施策を総合的に推進する上か

ら、「縦の接続」と「横の連携」の視点による、つなぎ・つながる教

 校 

地 域 

社会・ 

上級学校へ 

就学前 

小学校 

高等学校 

中学校 

「縦の接続」 

「横の連携

「横の連携

●社会全体で連携・協働して教育に取り組むこと

は、一人ひとりの主体的な参画によるコミュニティづく

りや、よりよい社会づくりに資する上から重要です。

●社会のさまざまな世代の人々や組織等が多様

な形態で教育に関わることは、働くことや、社会とつ

ながり社会に参画することの意義を身をもって子ども

たちに示し、将来に向けてその視野を広げ、生きる

意欲を高めることにもつながります。

 H36 

 

市 教 育

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

べき方向と、その実現に必要な施策等を総合的・体系的に示す新たな「大分市教育ビジョン」を策定するものである

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

つの視点＜「縦の接続」と「横の連携」＞ 
本市では、基本方針に基づく施策を総合的に推進する上か

ら、「縦の接続」と「横の連携」の視点による、つなぎ・つながる教

横の連携」 

横の連携」 

●社会全体で連携・協働して教育に取り組むこと

は、一人ひとりの主体的な参画によるコミュニティづく

りや、よりよい社会づくりに資する上から重要です。

社会のさまざまな世代の人々や組織等が多様

な形態で教育に関わることは、働くことや、社会とつ

ながり社会に参画することの意義を身をもって子ども

たちに示し、将来に向けてその視野を広げ、生きる

意欲を高めることにもつながります。。 

 

育 ビ ジ

平成２０年度に策定した現行の「大分市教育ビジョン」は、基本構想の期間を平成２８年度までの９年間としており、

本年度が最終年度となることから、本市教育の一層の振興を図るため、これまでの計画を見直し、本市の教育の目指す

ものである。 

本市の最上位計画である「大分市総合計画」の基本理念の実現を教育の分野から目指すものとして位置付け、「大分

大分市教育ビジョンは、大分市総合計画との整合性などを総合的に考え、基本構想の目標年度を平成３６年度とする。 

学校、家庭、地域の連携・協働のもと、未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとともに、個性

を尊重し、創造性を伸ばすことによって、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく

また、生涯にわたって、主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親しむなど、だれもがうるおいや生きる喜びを実

●社会全体で連携・協働して教育に取り組むこと

は、一人ひとりの主体的な参画によるコミュニティづく

りや、よりよい社会づくりに資する上から重要です。 

社会のさまざまな世代の人々や組織等が多様

な形態で教育に関わることは、働くことや、社会とつ

ながり社会に参画することの意義を身をもって子ども

たちに示し、将来に向けてその視野を広げ、生きる
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7 今後のスケジュール
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年度 
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今後のスケジュール
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3 月  

 の 概

施策の体系 

今後のスケジュール 

<掲載例：基本⽅針１

 

 

 

 

概 要  

 

パブリックコメントの実施

パブリックコメントの

＜実施期間

検討委員会６

教育ビジョンの

掲載例：基本⽅針１

パブリックコメントの実施

パブリックコメントの

＜実施期間:H28/12/14(

検討委員会６ 

教育ビジョンの議決

掲載例：基本⽅針１-重点施策(1)

パブリックコメントの実施 

パブリックコメントの集約 

H28/12/14(水)～

議決 

＜2/7 予定＞

＜2月下旬

(1)■確かな学⼒の向上-具体的施策①

ウ 

エ 

※ ア：「基本方針」に係る本市の現状等

※ イ：「重点施策」に係る本市の現状及び課題

内容 

～H29/1/13(金

予定＞…※ 最終案（パブリックコメントを反映させたもの

月下旬予定＞ 

■確かな学⼒の向上-具体的施策①

ア：「基本方針」に係る本市の現状等

イ：「重点施策」に係る本市の現状及び課題

金)予定＞ 

議会報告

議会報告

最終案（パブリックコメントを反映させたもの

■確かな学⼒の向上-具体的施策①> 

ア：「基本方針」に係る本市の現状等 

イ：「重点施策」に係る本市の現状及び課題 

※ ウ：「具体的施策」に係る主な取組及び取組の概要

※ エ：「主な取組」に係る指標

議会報告 

議会報告 

最終案（パブリックコメントを反映させたもの）の検討及び了承

ウ：「具体的施策」に係る主な取組及び取組の概要

エ：「主な取組」に係る指標

の検討及び了承 

ウ：「具体的施策」に係る主な取組及び取組の概要

エ：「主な取組」に係る指標（H31 中間年度、H36

資料２資料２資料２資料２

 

ウ：「具体的施策」に係る主な取組及び取組の概要 

H36 最終年度） 

資料２資料２資料２資料２    



 


