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第２期神戸市教育振興基本計画の総括 

 

第２期神戸市教育振興基本計画（平成 26年度～平成 30年度）において、４つの方向性と 20

の重点事業を策定し、教育の充実に取り組んだ。 

 

方向性１ 一人一人の自立に向けた力を伸ばす  

〔重点事業〕 

 ①一人一人に応じたきめ細やかな指導の充実 ②確かな学力の育成―力のつく授業の推進―  

③豊かな心の育成 ④健やかな体の育成 ⑤特別支援教育の充実 ⑥幼児教育の充実  

⑦特色ある高校教育・工業高等専門学校教育の推進 

 

（１）29年度までの主な取組状況 

○学力の定着・向上等を図る「学ぶ力・生きる力向上支援員」を、平成 28 年度に全小・中・義

務教育学校に配置。 

○インターネットを介して、個々の児童生徒の習熟度に応じた教材プリントを作成できる学習支

援ツール（学校配信）を、平成 28年度に全小・中・義務教育学校・特別支援学校等に導入し

たほか、個別配信を平成 29年度に全中・義務教育学校に拡充し、家庭での自主学習を支援。 

○義務教育学校港島学園を平成 28年４月に開校。小中一貫教育の実践研究を推進。 

○「個に応じた指導の充実」、「授業の内容・質の向上」、「学校のチーム力の向上」を３本柱とし

た「力のつく授業推進プラン」に基づいた、「学力向上推進プロジェクト」を継続・拡充。 

○インターネットや SNS の適切な使用方法や情報モラルを身につけるため、大学や警察等と連携

し、「インターネット安全教室」等の「ネットいじめ等防止プログラム」を実施。 

○運動が苦手な児童に焦点をあて、民間の専門指導員が放課後に指導を行い、運動を通じた成功

体験を育む「できたよ！教室」を市内全小学校で開催。 

○平成 29年度に部活動の指導補助及び顧問教員が居ない場面での安全見守りを職務とする「外

部支援員」を新たに配置し、部活動の活性化を推進。（中・義務教育学校 81校） 

○中学校給食を平成 29年２月より全校実施。安全・安心かつ栄養価に優れた給食を提供し、子

供の健全育成を図るとともに食育を推進。 

○インクルーシブ教育推進相談員を配置し、配慮を要する幼児への支援や幼小の連携体制を構築。

（平成 29年度 ５名） 

○小・中・義務教育学校に在籍する医療的ケアを必要とする幼児・児童生徒の保護者の負担軽減

や幼児・児童生徒の社会的自立を一層促すために訪問看護ステーションより看護師を派遣する

支援事業を実施。（平成 29年度 最大 10時間/週） 

○耐震化が必要な青陽西養護学校（知的障害）と垂水養護学校（肢体不自由）を移転・建替えし、 

平成 29年４月、西区にいぶき明生支援学校を開校。 

○児童生徒が安心して通学できる体制を整えるため、スクールバスの増車やタクシー交通費の補 

助を実施。（スクールバス 平成 29年度 31 台） 

○｢幼児期における躾実践モデル事業」「幼児期に育みたい“こうべっ子”の資質・能力研究事業｣ 

に加え、「運動遊び研究園｣「新たな神戸の防災教育重点推進校園事業」等、公私の幼稚園・保 

育所・認定こども園・小学校に向けた公開保育・研究発表会等を実施・発信。 

○六甲アイランド高校がスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）に平成 23年度から継続指

定。 

○葺合高校がスーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）に平成 26年度から指定。 

○高専において、成長が見込まれる航空宇宙・医療福祉・ロボット分野の担い手を育成するため、 

地元民間事業者等の協力を得ながら「成長産業技術者教育プログラム」を平成 29年度に開設。 

資料６ 
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（２）主な成果と課題 

  ○「全国学力・学習状況調査」において、「平均正答率」や「正答数分布 40％以下の下位層の割

合」で、中学校３年生の数学では良好な結果となっているものの、小学校６年生の国語は、国

平均に比して課題が見られる。 

  ○教室のＩＣＴ環境整備（電子黒板・書画カメラ・無線環境）について、現時点ではＩＣＴ活用

重点推進校（３校）において効果等の検証をしている状況にとどまり、国の整備目標と本市現

状は乖離した状況にある。 

  ○児童生徒質問紙調査における「自分にはよいところがある」の割合が、小・中学校ともにこの

５年間で改善している。 

  ○インターネット機器を所持する児童の低年齢化が進んでおり、ネット依存・トラブルの深刻化

が懸念される。 

○「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、小・中学生を通じて全国平均を下回る種

目・体力項目が多く見られ、小学生では反復横跳び、中学生では長座体前屈が全国平均を大き

く下回り、小学生は敏捷性（すばやさ）、中学生は柔軟性（体の柔らかさ）が特に課題となって

いる。 

○中学校給食の平均喫食率は約 40％にとどまっており、目標の 60％には届いていない状況にあ

る。 

○児童生徒の健康課題の解決を図るため、学校医・学校歯科医・学校薬剤師、地域・家庭と連携

しながら「学校保健委員会」を開催しており、平成 29年度の開催率は、小・中・特別支援学

校で 100％、高等学校で 90％である。 

○「特別支援教育体制整備状況調査」において、「個別の指導計画」（幼児・児童生徒一人一人の

障害の状態等に応じた指導が行えるよう、それぞれの教育的ニーズに対応して指導目標や指導

内容・方法等を盛り込んだ計画）の作成割合は 100％に近づいているほか、特別支援教育コー

ディネーターの指名状況、専門家チーム（こうべ学びの支援センター・通級指導教室）の活用

状況等も改善している。 

○こうべ学びの支援センターにおける待機日数は増加している状況にある。（電話相談から面談・

相談を経て、学校巡回相談に至るまでの期間：平成 25年度 75.2日→平成 29年度 87.2

日） 

○保幼小の連携推進による、公・私立の幼稚園・保育所間の行事交流・参加や、幼稚園と小学校

間の教師交流の実施割合は増加している。 

○摩耶兵庫高校の昼間部（市内で唯一）は平成 22 年度の開設以降、志願者数が募集定員を超過

している。 

 

 （３）第３期神戸市教育振興基本計画への継承・改善・発展が必要と考えられる主な事項 

 ○児童生徒の学力向上 

○経済格差等さまざまな家庭状況の児童生徒に対する学力保障（学力格差の是正） 

 ○スマホの急速な普及を踏まえた、ネット依存やネット上のいじめ対応の推進を含む情報モラル

教育 

 ○「超スマート社会」の到来を見据えた、教室におけるＩＣＴ環境の整備 

 ○児童生徒の体力向上 

○「神戸市立中・義務教育学校部活動ガイドライン」に則った持続可能な部活動の運営及び検証 

○学校給食の推進及び魅力の向上 

○特別支援教育におけるスクールクラスターの活用、関係機関との連携による幼児児童生徒への

支援の充実 

○新幼稚園教育要領に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」10項目を基とした育ちと学

びをつなぐ保幼小連携の推進 

○定時制高校における生徒の多様な学習ニーズへの対応 
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方向性２ 教職員・学校の魅力と実力を磨き高める 

〔重点事業〕 

⑧教員を支え伸ばす学校の組織力の充実 ⑨子供の力をひき出す教職員の力の向上 

⑩子供たちが生き生きと過ごせる学校生活の実現 ⑪安全・安心な学校づくりに向けた環境整備 

⑫学校園適正規模化の推進 ⑬教育活動の評価・改善と情報発信の充実 
 

（１）29年度までの主な取組状況 

○小学校において学級担任を持たずに教頭を補佐する「総務・学習指導担当」を配置。（平成 29

年度 69校） 

○事務負担が大きい大規模校に「教頭業務補助スタッフ」を配置し、教頭業務の負担軽減を推進。

（平成 29年度 47校） 

○いじめ問題など学校だけでは解決困難なケースについて、警察ＯＢや弁護士等で構成されるサ

ポートチームにより学校支援を実施。また、各区担当の「学校支援アドバイザー」を配置する

ことで、いじめ問題などの未然防止、早期対応を推進。 

○児童生徒や保護者の心のケアをはかり、いじめや不登校のない安全・安心な学校づくりを進め

るため、「スクールカウンセラー」の配置を行い、教育相談体制を強化。（平成 29 年度 小学

校 114名、中学校 82名、高等学校等 10名、特別支援学校３名、青少年補導センター３名（計

212名）） 

○総合教育センターにおいて、不登校等の学校への不適応を示している児童生徒及び保護者に対

してのカウンセリングを実施。（平成 29年 3,541 回）また、児童生徒の不適応の理解等に関

する専門家の保護者向け講演会を実施。（平成 29年度 ３回、参加者 823 名） 

○子供の健全な成長を阻害する環境の改善を支援し、いじめや不登校等の早期発見・早期対応を

進めていくため、家庭、学校、地域及び関係機関の支援ネットワークを築く福祉の専門家であ

る「スクールソーシャルワーカー」を配置。（平成 29年度 計７名） 

○神戸市情報教育基盤サービス（KIIF）の端末を、従前より高性能・小型・軽量で省エネ対応の

PC に更新（幼稚園、小・中学校、義務教育学校、特別支援学校の PCを必要とする全教職員に

1人 1台配備）（平成 27年度）するとともに、グループウェア（SMOOVE）に文書管理機能

を追加（平成 29 年度）するなど、利用しやすい環境を提供することで授業や校務を改善・効

率化。 

○学籍管理やあゆみ・通知表作成などに関する校務支援システムを導入（小・中学校、義務教育

学校：平成 29 年度 幼稚園、特別支援学校：平成 30 年度）し、学籍管理やあゆみ・通知表

作成などに関する校務処理の標準化・効率化を推進し、教員の負担を軽減。また、高等学校の

学事システムを順次全校統一し、調達・保守・運用を事務局に集約。（平成 30 年度 計 2校） 

○学校徴収金について、収納管理システムを導入するとともに、教育委員会事務局内に「学校徴

収金会計事務センター」を設置。 

○学校事務職員の標準職務の明確化の通知（平成 30 年４月実施）及び相互支援体制の構築（平

成 30年４月から垂水区）を実施。 

○学校事故等が発生した際に法律相談を行える教育法務監理役を設置。（平成 26年度から） 

○管理職研修や「学校力アップ講座」等の職務研修、「指導力向上研修『国語』『算数』『理科』『道

徳』」の専門研修、「初任研・８年研(中堅教諭等資質向上研修)」等の基本研修、「教育課題対策

セミナー」等の自己啓発研修を実施。また、新学習指導要領に示す「主体的・対話的で深い学

び」の実現及び「カリキュラム・マネジメント」の推進に向けた研修内容を導入。 

○平成 29年度には神戸市教員育成指標を策定し、キャリアステージ全体を見通した教員の資質･

能力に対する向上プロセスの可視化を推進。 

○平成 26 年度より、従前の若手教員「神戸教師塾」と「授業づくりセミナー」を統合して、自

己啓発研修「授業づくりセミナー」とし、自ら学ぶ教員を支援。 

○平成 28年度より「神戸つばめプロジェクト」の一環として、参加対象を私立幼稚園・保育所・

認定こども園などにも広げ、自己啓発研修「つばめセミナー」を開催。平成 29 年度は、神戸

大学と連携し、幼･保･小の接続期教育に焦点をあてて開催。（平成 29年度 ６回 753名） 
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○安全で快適な教育環境を確保するため、小学校の普通教室や幼稚園の遊戯室の空調を整備。（平

成 26年度～平成 29 年度：150校園） 

○快適な教育環境の確保のため、古く和式の多い学校施設のトイレの老朽改修及び洋式化を実施。

（平成 26年度～平成 29年度：延 67校 339箇所） 

○エレベーターを必要とする児童生徒が円滑に移動できるよう、エレベーターを順次設置し、バ

リアフリーを推進。（平成 26年度～平成 29 年度：新設校５校、既設校 31校） 

○防犯カメラについては、全ての幼・小・中・義務教育学校に設置を完了。 

○小・中学校に公共交通機関を利用して遠距離通学する児童生徒に対し、通学費用を援助。（平成

30年度より通学費の全額を助成） 

○小規模化する小学校において統合を実施。（兵庫区北東部・中央区において、平野小学校・湊山

小学校・荒田小学校・湊川多聞小学校を統合し、平成 27 年４月、神戸祇園小学校を開校。長

田区北部において、丸山小学校・雲雀丘小学校を統合し、平成 28 年４月、丸山ひばり小学校

を開校。）また、北区有野台地区において、小規模化が進行している有野台小学校・有野東小学

校の統合計画について方針を決定。（平成 31年４月統合予定） 

○住宅建設に伴い児童数が増加する小学校において分離新設を実施。（西区西神南地区において、

井吹東小学校から分離し、平成 26 年４月、井吹の丘小学校を開校。垂水区北部において、本

多聞小学校から分離し、平成 28年４月、舞多聞小学校を開校。） 

○住宅建設に伴う過密化の緩和のため、小学校において校区調整を実施。（平成２８年４月、東灘

区向洋町中 9丁目を向洋小学校校区から六甲アイランド小学校校区に変更） 

○平成 27年に定めた「子ども・子育て支援新制度実施後の神戸市立幼稚園のあり方」に基づき、

市立幼稚園の再編を実施。 

○教育委員が学校園に出向き、保護者や学校評議員と直接意見交換をする「神戸スクール・ミー

ティング」を実施。 

 

（２）主な成果と課題 

○小・中学校を通じて「大変忙しい」と感じる教員の割合が６割を超え、「やや忙しい」を含める

と 95％を超える状況であり、学校現場の多忙化の改善が急務である。 

○女性管理職の登用状況は、校長・教頭を合わせた数の増加が見られない。（平成 25 年度 58

名→平成 29年度 57名） 

○学校だけでは解決困難な事案に「学校サポートチーム」を編成し学校支援を行った件数は増加

している。（平成 25年度 15件→平成 29年度 25件） 

○児童生徒質問紙調査における「学校に行くのは楽しい」の割合が、小・中学校ともにこの５年

間で改善している。 

○不登校児童生徒数が、小・中学校とも増加している。（平成 25年度 小 127人・中 912人→

平成 29年度 小 397人・中 1,334 人） 

○体罰事案は依然として存在し、根絶には至っていない。 

○平成 29 年４月より、小規模化が進む大沢小・中学校において、隣接する長尾小学校区の希望

者の通学を認めることとし、平成 30年度に大沢小学校では複式学級を解消した。 

 

 （３）第３期神戸市教育振興基本計画への継承・改善・発展が必要と考えられる主な事項 

 ○教職員一人一人では解決困難な事案を学校として支え解決につなげる学校組織力の強化 

○学校だけでは解決困難な事案への支援の充実 

○児童生徒と向き合う時間を確保するための教職員多忙化対策の推進 

○「主体的･対話的で深い学び」を実現するための実践的な教員研修･研究の充実 

○過密化が進んでいる小・中学校の教育環境の改善 

○市立幼稚園における幼児教育の提供のあり方 

○学校運営協議会の設置を含む学校と地域との協働体制の推進 

○神戸市教員育成指標に基づいた養成･採用･研修の一体化の推進 
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方向性３ 特色ある神戸の教育を更に発展させる 

〔重点事業〕 

⑭生きる力の基礎となる「言葉の力」の充実 ⑮グローバル社会に対応した英語教育、国際理解・

多文化共生教育、国際交流の充実 ⑯神戸らしい教育（防災、キャリア・体験、環境・福祉、人権、

伝統文化、芸術に関する教育）の充実 
 

（１）29年度までの主な取組状況 

○学校図書館の読書センター・学習センター・情報センターとしての機能強化を図るため、「学校

司書」の配置を拡充。（平成 29年度：小学校 74校、中学校 35校） 

○小学校における英語教育の教科化等、新たな英語教育の円滑な導入のため、井吹台中学校区（１

中学校・３小学校）を平成 26年度に研究推進校に指定。平成 29年度より、住吉、神戸生田、

広陵、舞子の各中学校区に指定を拡大し、「外国人英語指導助手（ＡＬＴ）を重点的に配置した。

（ＡＬＴの平成29年度配置 小・中学校112名 高等学校13名 事務局２名（計127名）） 

○震災経験のない若手教員が増える中、副読本「しあわせはこぼう」を中心とした家族の絆、助

け合いの大切さを学ぶ防災学習を継続実施。 

○環境教育重点推進校園に、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校を指定し、園児

児童生徒による環境学習の実践活動を支援。実践発表を通して成果を全市に発信。 

○「神戸市福祉教育副読本」（保健福祉局）の活用や、「UD（ユニバーサルデザイン）出前授業」

（保健福祉局）、「みちの学校出前授業」（建設局）、「市バス福祉体験授業」（交通局）等の利用

や、各区社会福祉協議会ボランティアセンターやNPO及びボランティア団体等と連携を図る等、

学校教育の場を中心にした福祉活動の体験学習を推進。 

○東南海・南海地震に備え、指定した市立学校園で防災福祉コミュニティをはじめとした地域の

組織との連携を図りながら防災学習を推進。 

○地域や企業の協力のもと、トライやる・ウィークや高校生の企業実習、ゲストティーチャーを

招いての授業など、キャリア教育を推進。 

○学校園での教育活動全てにおいて、①自己実現の力の育成②共生の態度の育成③偏見や差別の

解消④人権感覚豊かな学習環境の創造を目標とした人権教育を推進。 
 
（２）主な成果と課題 

○「１日当たり全く読書をしない」割合は、小・中学校とも全国平均を上回り、読書活動の推進

が課題である。 

○小学校英語活動「児童アンケート」（３～６年全児童対象）において、英語活動を楽しいと感じ

ている児童が全体の９割を超え、英語活動をもっとしたいと思う児童も８割を超えている。 

○「人の役に立つ人間になりたい」や「将来の夢や目標を持っている」と答えた市平均の割合は、

平成 25年度と比べて下回っている。今後も、生涯にわたって人のために頑張ろうとする前向

きな気持ちを醸成することや、目標設定ができる児童生徒を育成する必要がある。 

○日本語指導が必要な幼児・児童生徒への支援の状況として、外国人児童生徒受入校支援ボラン

ティアや子ども多文化共生サポーターの派遣は増加している。（支援ボランティア：平成 25年

度 800回→平成 29年度 2,833回、共生サポーター：平成 25年度 3,133回→平成 29

年度 3,291 回） 
 
 （３）第３期神戸市教育振興基本計画への継承・改善・発展が必要と考えられる主な事項 

○学校司書配置の拡充や読書活動の推進を含む「言葉の力」育成の推進 

○平成 32年度からの小学校英語の教科化に向けた外国語教育の推進（研究推進校や英語専任教

員による先駆的な取組とその成果の発信） 

○震災の教訓を教育に生かし、未来に向かって力強く生きる子供の育成を図る防災教育の推進 
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方向性４ 市民が自ら学び子供の育ちを共に支える 

〔重点事業〕 

⑰教育を支える主体（家庭、地域、PTA、学校園等、大学、企業、NPO、区役所を含む行政）間の

連携と協働 ⑱家庭教育支援の充実 ⑲生涯を通じて市民が自ら「学ぶ」「活かす」「つながる」学

習環境づくり ⑳スポーツの振興 

 

（１）29年度までの主な取組状況 

○市長と教育委員会で構成される「神戸市総合教育会議」を平成 27 年度から開催。平成 29 年

度は、子供を取り巻くスマホ・ネット環境や児童生徒の学力の向上について議論。 

○教育・地域連携センターにおいて、学校現場と学校支援員（「学生スクールサポーター」等）を

つなぎ、多様な学校支援ニーズに対応。 

○家庭教育の啓発と親子の生活習慣の向上を図るため、啓発冊子の配付や「神戸っ子（こうべっ

子）チャレンジ 10」の活用を進めたほか、学校園・PTA・公民館等で子育て・親育ち講座や

プレ親学習、各種セミナー、各種相談会等を開催。 

○生涯学習支援センターでは、生涯学習の拠点施設として、生涯学習関連情報の集約・提供、学

習相談機能の充実、主催講座の開催や市民講師紹介などにより多様な学習機会を提供。 

○生涯学習に関する市民講師登録制度「ＫＯＢＥまなびすとネット」を生涯学習支援センターで

運営することにより、学習ボランティアの質的・量的拡充を推進。 

○生涯学習支援センターでは、自らの学び過程を視覚化する「マナビィ単位認定制度」を、公民

館や他の生涯学習関連施設と連携して実施。 

○住之江公民館・長田公民館・玉津南公民館を、本市東部・中部・西部地区における拠点公民館

に位置付け、生涯学習事業の企画等の機能を重点化。生涯学習支援センターの市民講師の活用

や合同広報による連携を強化しつつ、市内の様々な施設との連携も進め、幅広い世代による生

涯学習を推進。 

○青少年科学館では、特別展や企画展、サイエンスカフェ、大学や研究機関との連携による行事

の開催などにより、展示室をはじめとする施設を有効に活用し、宇宙や科学技術、医療産業等

に関する情報を積極的に発信。 

○博物館では、国内外の博物館・美術館の名品を紹介する大規模展覧会や特色ある館蔵資料を活

用した展覧会を開催。他館と連携しながら、当館所蔵コレクションの館外貸出しや当館所蔵コ

レクションの展示を主とする展覧会を開催。 

○図書館では、資料の充実と外部データベースを用いた情報提供により、市民がライフステージ

に応じて自ら学び、課題を解決できるよう支援。 

○図書館において、電子書籍導入を進めるとともに、中央図書館所蔵の貴重資料のデジタル化と

館内端末やホームページでの公開をさらに進め、従来の活字資料とあわせて体系的に紹介。 

○本の返却や予約図書の受取りができる「予約図書受取コーナー」を順次開設。（平成 29年度末

現在 16か所） 

○自動車図書館の巡回を順次拡大。（平成 29年度末現在 ステーション数 42か所） 

○文化財については、各分野の調査及び指定を進めたほか、講演会・講座等の文化財啓発事業を

継続的に実施。埋蔵文化財センター等で地域の歴史に関する情報を提供。 

○スポーツ施設では、各種スポーツ教室等イベントの開催、利用時間の延長などのサービス向上

を通じて市民が利用しやすい環境づくりを推進。 

  ○兵庫県とともに「神戸マラソン」を開催し、震災からの復旧・復興を支援していただいた方々

や地域への感謝の気持ち、兵庫・神戸の魅力を国内外に発信。 
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○「東京 2020オリンピック・パラリンピック」に向け、事前合宿の誘致活動やホストタウン関

連事業を実施。 

○「ラグビーワールドカップ 2019」神戸開催の成功に向けて、会場周辺の運営等に関する各種

計画を策定。大会 500日前や 1年前に合わせたイベント等プロモーション活動の実施による

機運醸成、地元ラグビーチームや小・中学校等との連携を通じたラグビー普及啓発を推進。平

成 30年 3月には神戸開催推進委員会を設立し、神戸全体でスクラムを組んだ取組を推進。 

○「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」について、神戸市で６競技（陸上競技(競歩)・バ

スケットボール・オリエンテーリング(スプリント)・卓球・野球(硬式野球)・水泳(競泳)）の開

催が決定。大会に向け、神戸市開催競技団体と連携し、神戸市開催基本計画を策定するととも

に、大会の認知度向上及び機運醸成をはかるため、各市内イベントを利用して、プロモーショ

ン活動を実施。 

 

（２）主な成果と課題 

   ○教育・地域連携センターの人材バンク新規登録者数や支援成立件数は増加している。（新規登

録：平成 25年度 510人→平成 29年度 753人、支援成立：平成 25年度 95件→平成

29年度 176件） 

   ○中学校部活動の外部指導員は増加している。（平成25年度 181人→平成29年度 253人） 

○「朝食を毎日食べている」児童生徒の割合は改善傾向にあるが、引き続き国平均を下回ってい

る。 

○「家の人と学校での出来事について話をする」児童生徒の割合は、改善傾向にあり、国平均よ

りも高い。 

○図書館の入館者数は減少傾向にある。（平成 25年度 4,389 千人→平成 29年度 4,312 千

人） 

○生涯学習支援センターにおける学習相談及び市民講師紹介は増加している。（学習相談：平成

25年度 2,849 件→平成 29年度 2,957 件、市民講師紹介：平成 25年度 2,715 人→

平成 29年度 3,116人） 

○スポーツ施設はいずれも高い利用率を維持しており、市民のスポーツ機会の提供に寄与してい

る。 

○週１回以上のスポーツ実施率は、女性や若い世代で低く、その対策が課題となっている。 

○第８回神戸マラソンに向け、国際陸上競技連盟の国際ロードレース格付けである「ブロンズラ

ベル」を取得した。 

○平成 29年度にオーストラリアパラリンピック委員会と最大 12競技の事前合宿を実施するこ

とに合意。また、ネパールパラリンピック水泳連盟と 2020年に加え、2017年以降も毎年神

戸市で合宿を実施することに合意した。 

 

 （３）第３期神戸市教育振興基本計画への継承・改善・発展が必要と考えられる主な事項 

○学校支援員の育成やＰＴＡ活動への支援など、地域との協働による学校力向上の取組 

○地域社会における教育環境・機会の提供の充実 

○図書館サービスの拡充など生涯学習の機会充実に向けた取組 

○市民が支える子供の読書活動の推進 

○文化財等の保存・活用・継承に向けた取組 

 

 

 


