
平成13年度 教育社会委員会  提言総括図    「子供の教育と地域社会のあり方に関する提言（案）  ～日本の将来を担う人材育成に向けた家庭・学校・地域の協働と実践～」

       
               

         
          

   
        
         
      

   

           
                      
                          

           
   

                      
       
      

     

初等中等教育をとりまく現状とその要因初等中等教育をとりまく現状とその要因初等中等教育をとりまく現状とその要因初等中等教育をとりまく現状とその要因

○夢・志を示唆・支援できない

   保護者・教師たち

 ○「個」と「公」の

     バランスの欠如○親の変化        ○家族の崩壊

○家庭教育における歪みの増大

○大阪府警による

     少年犯罪防止の

       取り組み

                        ○子供が集う
                           場の減少
  

   ○核家族化・サラリーマン
 世帯の増大による
 地域コミュニティの崩壊

  ○自律心・社会性

     の欠如

  ○体力の低下

  ○少年犯罪の増加

  ○ストレスの多様化

  ○不登校・学級崩壊

  ○夢・志を持たない

     子供たち

○学校教育への

  押し付けと

  教員に対する

  不信感

○授業の削減

○教育現場と
    文科省のズレ

○教員の高齢化

○競争原理・モチベーション
     の欠如

      ○現場の意向が
             反映されにくい運営体制

 ○教師ですら指導

    できない子供

 ○学校歴の残存

 ＜家庭・地域社会＞

  ○基本的なしつけ、子供への適切なケアは家庭の最大の責務である。

  ○我々は当事者意識を再認識し、評論で済ませず、具体的に「実践」しなければならない。

  ○郷土愛を高め、自らの地域は自らの手で発展させていく気概を持たなければならない。

 ＜教育関係者＞

  ○聖職者としての誇りと自信や使命感を持って教育にあたるべし。

  ○多様な教育機会の提供するとともに、それぞれの道を尊重すること。

  ○教育の活性化に向け、学校間・教師間で徹底的に競争し、社会からの評価を受けるべし。

  ○校長のリーダーシップにより、教育の創意工夫や独自性を発揮すべし。

  ○国際教育を徹底的に推進するとともに、日本人としてのアイデンティティを教えるべし。

教育の活性化に向けた８つのメッセージ教育の活性化に向けた８つのメッセージ教育の活性化に向けた８つのメッセージ教育の活性化に向けた８つのメッセージ

初等中等教育の活性化に向けた提言初等中等教育の活性化に向けた提言初等中等教育の活性化に向けた提言初等中等教育の活性化に向けた提言

 ○プロチーム・実業団 ○プロチーム・実業団 ○プロチーム・実業団 ○プロチーム・実業団

    チームによる少年    チームによる少年    チームによる少年    チームによる少年

    スポーツ教室    スポーツ教室    スポーツ教室    スポーツ教室

○「こども110番の家」○「こども110番の家」○「こども110番の家」○「こども110番の家」

    などを通じた    などを通じた    などを通じた    などを通じた

   治安維持への貢献   治安維持への貢献   治安維持への貢献   治安維持への貢献
  

○教員・学校運営に対する外部評価の実施○教員・学校運営に対する外部評価の実施○教員・学校運営に対する外部評価の実施○教員・学校運営に対する外部評価の実施

○教員免許の更新制・期限付免許制○教員免許の更新制・期限付免許制○教員免許の更新制・期限付免許制○教員免許の更新制・期限付免許制

○文科省と教育委・教育現場の連携強化○文科省と教育委・教育現場の連携強化○文科省と教育委・教育現場の連携強化○文科省と教育委・教育現場の連携強化

○教育カリキュラムの追加・再編○教育カリキュラムの追加・再編○教育カリキュラムの追加・再編○教育カリキュラムの追加・再編

○学力の詳細な把握・分析を継続して行う○学力の詳細な把握・分析を継続して行う○学力の詳細な把握・分析を継続して行う○学力の詳細な把握・分析を継続して行う

○都道府県教委の整理と全体予算の増強○都道府県教委の整理と全体予算の増強○都道府県教委の整理と全体予算の増強○都道府県教委の整理と全体予算の増強

○校長の教育理念が実践できる制度整備○校長の教育理念が実践できる制度整備○校長の教育理念が実践できる制度整備○校長の教育理念が実践できる制度整備

○学校間競争のすすめ○学校間競争のすすめ○学校間競争のすすめ○学校間競争のすすめ

   ～前提となる学校の説明責任の発揮   ～前提となる学校の説明責任の発揮   ～前提となる学校の説明責任の発揮   ～前提となる学校の説明責任の発揮

○やる気のある若手教員の採用○やる気のある若手教員の採用○やる気のある若手教員の採用○やる気のある若手教員の採用

○教員が授業に集中できる環境づくり○教員が授業に集中できる環境づくり○教員が授業に集中できる環境づくり○教員が授業に集中できる環境づくり

○理解度・好奇心を高める授業の実践○理解度・好奇心を高める授業の実践○理解度・好奇心を高める授業の実践○理解度・好奇心を高める授業の実践

○ＰＴＡ・学校評議会(協議会)への○ＰＴＡ・学校評議会(協議会)への○ＰＴＡ・学校評議会(協議会)への○ＰＴＡ・学校評議会(協議会)への
積極参加積極参加積極参加積極参加

 地域として

 あらゆる支援を

 実践することが大切

 ○全会員は、品格と魅力を高め、尊敬される言動を全うする

 ○会員一人ひとりが、様々な形で子供たちを教育・指導する
    機会を捉え、積極的に参画する

 ○身近なところから、教育に対する我々の取り組みを社会に
    広げるよう努める

関西経済同友会の決意表明関西経済同友会の決意表明関西経済同友会の決意表明関西経済同友会の決意表明

適切なしつけ・子育てを

幼児期から青年期まで実践

○保護者に対する教育の強化○保護者に対する教育の強化○保護者に対する教育の強化○保護者に対する教育の強化

○民間人による教育現場・○民間人による教育現場・○民間人による教育現場・○民間人による教育現場・
   教育委へのサポート   教育委へのサポート   教育委へのサポート   教育委へのサポート

○総合学習の戦略的活用○総合学習の戦略的活用○総合学習の戦略的活用○総合学習の戦略的活用
    と地域振興に直結する    と地域振興に直結する    と地域振興に直結する    と地域振興に直結する
   教育カリキュラムの推進   教育カリキュラムの推進   教育カリキュラムの推進   教育カリキュラムの推進

 ○学校・地域社会の ○学校・地域社会の ○学校・地域社会の ○学校・地域社会の
      相互交流      相互交流      相互交流      相互交流

家 庭家 庭家 庭家 庭

学 校学 校学 校学 校 地域社会地域社会地域社会地域社会

家 庭家 庭家 庭家 庭

学 校学 校学 校学 校
地域社会地域社会地域社会地域社会

子 供子 供子 供子 供
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（図表４）刑法犯少年数の推移

資料）大阪府警察本部 「大阪の少年非行 平成12年中の概況」
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初等中等教育をとりまく現状とその要因初等中等教育をとりまく現状とその要因初等中等教育をとりまく現状とその要因初等中等教育をとりまく現状とその要因

○夢・志を示唆・支援できない

   保護者・教師たち

 ○「個」と「公」の

     バランスの欠如○親の変化        ○家族の崩壊

○家庭教育における歪みの増大

○大阪府警による

     少年犯罪防止の

       取り組み

                     ○子供が集う場･
                        遊び場の減少
  

○核家族化・サラリーマン
   世帯の増大による
   地域コミュニティの崩壊

  ○自律心・社会性

     の欠如

  ○体力の低下

  ○少年犯罪の増加

  ○ストレスの多様化

  ○不登校・学級崩壊

  ○夢・志を持たない

     子供たち

○学校教育への

  押し付けと

  教員に対する

  不信感

○授業の削減

○教育現場と
    文科省のズレ

○教員の高齢化

○競争原理・モティベーション
     の欠如

      ○現場の意向が
             反映されにくい運営体制

 ○教師ですら指導

    できない子供

 ○学校歴の残存

 ＜家庭・地域社会＞

  ○基本的なしつけ、子供への適切なケアは家庭の最大の責務である。

  ○我々は当事者意識を再認識し、評論で済ませず、具体的に「実践」しなければならない。

  ○郷土愛を高め、自らの地域は自らの手で発展させていく気概を持たなければならない。

 ＜教育関係者＞

  ○聖職者としての誇りと自信、使命感を持って教育にあたるべし。

  ○多様な教育機会を提供するとともに、それぞれの道を尊重すること。

  ○教育の活性化に向け、学校間・教師間で徹底的に競争し、社会からの評価を受けるべし。

  ○校長のリーダーシップにより、教育の創意工夫や独自性を発揮すべし。

  ○国際教育を徹底的に推進するとともに、日本人としてのアイデンティティを教えるべし。
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○学校間競争のすすめ○学校間競争のすすめ○学校間競争のすすめ○学校間競争のすすめ
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◎地域の一員として「自分は何ができるか｣
   を考え、それを『実践すること』が大切

 ○全会員は、品格と魅力を高め、尊敬される言動を全うする

 ○会員一人ひとりが、様々な形で子供たちを教育・指導する
    機会を捉え、積極的に参画する

 ○身近なところから、教育に対する我々の取り組みを社会に
    広げるよう努める
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     実社会に出た時の土台となり、専門性を習得する上で不可欠な「基本的な知識や学力、社会性」を
     確実に定着させ、子供なりに「自分の夢・目標を持つこと」を支援

競争原理の導入と
情報公開による
学校の活性化

日本のアイデンティティの
再構築


