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第2節 本市の他計画との関係 
 府中市教育委員会では、平成 28（2016）年１月に中長期的な目標として、府

中市教育委員会の教育目標を設定しています。その目標を達成するため、教育行

政の方向性を示し、具体的な取組を記載したものが本プランです。 

 また、本市では市長が市政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的な

まちづくりの指針を定めた府中市総合計画を策定しています。その中で、教育、

学術及び文化の各分野の主旨を取りまとめ、これらの振興に関する総合的な施

策の大綱として「府中市の教育に関する大綱」を策定しています。 

 教育分野の施策展開にあたっては、これらの計画等と基本的な方針を共有し、

連携や整合を図りながら、より実効性の高い施策展開を図っていきます。 
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第3節 本プランの計画期間 
 府中市総合計画と整合を図ることにより、より実効性のあるプランとするた

め、令和４（2022）年度から令和 11（2029）年度の８年間を計画期間とします。 

 ただし、急速に変化する社会情勢や教育を取り巻く環境に柔軟に対応できる

よう、「基本理念」と「施策と取組」の２部構成とし、「施策と取組」は４年後に

見直しを行うこととします。 
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第4章  計画の基本理念 

第1節 計画策定の目的 
 第３次府中市学校教育プランは、令和４年度から令和 11 年度までの８年間を

見据えた長期的かつ計画的な視野に立ち、教育委員会をはじめ、学校や地域社

会、関係機関等と連携・協力し、子どもたちを育成していくための取組を示して

います。 

第2節 基本理念・目指す人間像 
 府中市教育委員会では、中長期的な目標として、平成 28 年１月に教育目標を

設定しています。作成にあたっては、教育基本法や東京都の教育目標、学習指導

要領を参考にし、府中市固有の表現も盛り込んでいます。 

 

 
 

 教育目標は、教育行政全般の目標であることから、学校教育と社会教育それぞ

れの取組から構成されており、学校教育の目標では、次の取組を示しています。 
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 本プランの基本理念では、教育の目的である「人格の完成」を示して、より明

確に伝わるようにします。また、児童・生徒の育成においては、知・徳・体を一

体的に育むことが重要ですが、そのことがより伝わるように、文言を整理しま

す。最後に、各目標がより伝わるよう視点を明確化します。さらに、教育目標を

ベースとしつつ、これまでのプランの考え方も踏襲していき、歴史と伝統を大事

にしてきた府中に誇りをもってもらうため、「ふるさと府中に誇りをもつ」とい

う表現を入れていきます。 

 また、教育の目的である人格の完成を目指していくため、これまでの「子ども

像」という表現を新たに「目指す人間像」として設定します。 

 

 
 

  

基本理念 

子どもたちが、人格の完成に向け、ふるさと府中に誇りをもち、知性や感性

を磨き、豊かな人間性を備え、心身ともに健康に成長していくために、教育

委員会、学校、地域や家庭、関係機関が相互に連携、協力、役割分担、サポ

ートしながら子どもたちの育成を担っていきます。 

目指す人間像 

【人権感覚と規範意識】 

 他者も自分も大切にする、思いやりと規範意識のある人 

【社会的な資質・能力】 

 社会の一員としての自覚を持ち、社会に貢献しようとする人 

【確かな学力】 

 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人 

修正中 
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第3節 施策の体系 
 目指す人間像に向けて子どもたちを育成していくためには、子どもに関わる

学校や教育委員会、地域、関係機関、また、教員や保護者など、様々な関係者が

一体となり、取組を推進していく必要があります。 

 本プランでは、教育委員会の取組を次のように体系化し、共有していきます。 

 

 
 

 なお、各施策を展開するにあたっては、学校と家庭・地域と緊密に連携するこ

とが重要であることから、全ての施策で地域と連携した魅力ある学校づくりの

ための取組を示しています。 

 また、GIGA スクール構想により、学校のＩＣＴ環境の整備が急速に進んだこ

とから、全ての施策に共通する取組として、ＩＣＴの活用を示しています。 

 さらに、ＰＤＣＡサイクルが円滑に回るように、取組に対する成果指標を設定

します。 

 施策１ 社会を主体的・創造的に生き抜く力の育成 

子どもたちがこれからの時代に求められる資質や能力を身に付けるため

の取組をまとめたものです。主として教育委員会と学校が取り組みます。 

 施策２ 学びの機会を保障するための支援の充実 

誰一人取り残すことのない教育を実現していくため、経済的な支援や相

談支援等の取組をまとめております。主として教育委員会が取り組みま

す。 

 施策３ 子どもの学びを支える教育環境の充実 

教育施設や教育関連施設の管理や運営などについてまとめております。

主として教育委員会が取り組みます。 
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第5章  各施策と主な取組 
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施策１ 社会を主体的・創造的に 

生き抜く力の育成 

1. 現状と課題 

 学校では、学習指導要領に基づき、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善を推進するとともに、児童・生徒が学びに向かう力と人間性、知識と技

能、思考力、判断力と表現力をバランスよく育むことができるよう取り組んでい

ます。子どもたちが、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、

これからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学

び続けることができるようにする必要があります。 

 学校に求められる役割が拡大する中、教員は日々児童・生徒と向き合い、育成

に取り組んでいますが、教員の長時間労働の実態が明らかとなっています。この

ことは、子供たちの学びを支える教員の心身の健康に少なからず影響を及ぼす

とともに、日々の教育活動の質にも関わる重大な問題となっています。 

 また、全ての市立小・中学校に特別支援教室を設置し、支援が必要な児童・生

徒の個に応じた指導を在籍校で受けられる体制を整備しました。今後は、それぞ

れの児童・生徒の課題に応じたきめ細やかな支援を充実していく必要がありま

す。 

 学校を取り巻く環境が複雑化、多様化し、求められる役割が拡大する中、学校

の組織力の更なる強化が求められています。 

2. 目指す姿 

 「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標が共有された

上で、学校や地域（市民）との協働により、郷土府中への誇りと愛着をもち、

持続可能な社会の創り手となる人材が育っています。 

 教員の長時間労働が減少し、教員が児童・生徒等と十分に向き合うことがで

きている。また、教員の資質・能力の向上、外部人材の活用、地域との連携

により、学校の体制が充実しています。 

 障害や心理面、環境面で困難さのある児童・生徒が必要な支援を受け、それ

ぞれの個に応じた適切な教育を受けています。 
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3. 施策の方向性 

 子どもたちが新しい時代に求められる資質・能力を身に付けられるように、

学校における教育内容の充実を図る。また、生涯を通して健全な生活を送る

ことができるよう心身の健康の増進を図ろうとする心の育成を推進します。 

 教員の長時間労働を軽減するとともに、学校が抱える課題に対応できる体制

を強化するため、教員の働き方改革、教員の指導力向上、各種支援員の適正

な配置及び外部人材の活用、学校と地域との連携の強化を推進します。 

 児童・生徒一人ひとりの特性に応じた適切な教育を受けられるよう、特別支

援教育を推進します。 

4. 主な取組 

（１）学習内容等の充実 

 子どもたちが新しい時代に求められる資質・能力を身に付けられるよう、

授業、学校行事等の内容の充実に取り組みます。 

 子どもたちが自立に必要な知識や技能、協調性、連帯感を育めるよう、

小中学校９年間を通した宿泊体験学習の充実に取り組みます。 

 給食センター職員による学校訪問や授業への参画を実施し、食育を推進

していきます。 

 

（２）学校組織・人材の支援 

 教員の心身の健康を保持するため、健康診査を実施するほか、ワーク・

ライフ・バランスの推進に取り組みます。 

 教員の育成を図るため、研修を実施します。 

 教員をサポートし、学校の運営を支援するための支援員を配置します。 

 学校と地域との連携を推進するため、各学校で学校運営協議会（文部科

学省が推進するコミュニティ・スクール）またはスクール・コミュニテ

ィ協議会（府中版コミュニティ・スクール）の取組を展開します。 

 

（３）特別支援教育の充実 

 児童・生徒一人ひとりの個に応じた適切な教育を受けられるよう、特別

支援教育を展開します。 
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5. 成果指標 

対応する 

取組番号 
指標名 指標の説明 

現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和７年度） 

（１） 確かな学力 

全国学力学習調査に

おける都平均値との

正答率の比較 

●小６ 

－0.4 ポイント 

●中３ 

＋2.8 ポイント 

（Ｒ元年度） 

●小６ 

±0.0 ポイント 

●中３ 

＋3.0 ポイント 

 

（１） 
食育事業の 

実施回数 

小・中学校での 

食育授業の実施 
73 回 170 回 

（２） 教員の在校時間 

１か月あたりの 

時間外労働が 

４５時間を超える 

教員の割合 

 21.0％ 

（３） 

府中市特別支援 

教育推進計画の 

取組の達成率 

目標を達成した取組

の割合 
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6. 地域・家庭・関係機関等と連携する取組 

対応する 

取組番号 
主体 取組内容 理由 

（１） 事業者 学習資源や学習機会の提供を

行う。 

社会と一体となり、 

児童・生徒を健全に育成して

いくため 

（２） 市民 各種支援員やボランティア 

など、様々な形で学校教育に

携わる。 

学校及び教員をサポートする

人材確保とともに、 

コミュニティ・スクールの 

考え方の実現に繋げるため 

 市民 PTA と協力して、家庭教育を

行う。 

保護者に対する学習機会の 

提供を充実させ、 

学校・地域・社会が一体と 

なり、児童・生徒を健全に育

成していくため 

 市 持続的に児童・生徒の教育を

受ける権利を保障する。 

感染症等を理由に 

教育が受けられない子どもが

いないようにするため 

 

7. ＩＣＴを活用する取組 

対応する 

取組番号 
整備・活用の内容 

（１） デジタル教材など、様々な活動でＩＣＴを活用していきます。 

（２） ＩＣＴを活用し、効率化を図れるか検討していきます。また、ＩＣＴに

関する必要な資質や能力を身に付けられるよう、研修等を通して養成し

ていきます。 

（３） 指導にあたり、デジタル教材などを活用していきます。 
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施策２ 学びの機会を保障するための 

支援の充実 

1. 現状と課題 

 心理相談員やスクールソーシャルワーカーが、子どもや保護者及び学校から

の教育全般に係る相談を受け、関係機関と連携して子どもが抱える様々な課題

の解決を図っていますが、近年、課題が多様化し、深刻化する傾向がみられます。 

 また、学校内の相談員や、学校外の相談機関のどこにも相談していないケース

も一定数おり、児童・生徒や保護者が孤立しているケースもあります。 

 すべての児童・生徒の教育の機会を保障するため、これらの課題に対してきめ

細かく対応し、学校や保護者とコミュニケーションを図りながら、関係機関や専

門家との連携も深め、相談体制を充実していく必要があります。 

 

参考 府中市立学校における不登校出現率の推移 

 
 

 保護者の経済状況により就学困難となることがないよう、教育委員会では、認

定基準以下の収入の子どもの保護者に対して、就学援助費や奨学金の支給等必

要な支援を行っていますが、収入が認定基準となるため、経済状況が不安定な年

度においては、支給の判定が難しい場合もあります。また、生活保護基準の見直
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し等により、認定基準を見直す必要があるため、引き続き国や他市の動向を踏ま

えて検討していく必要があります。 

 

参考 生活保護世帯の高校進学率 

 
 

 健康診断や相談を通じて、児童・生徒の健康づくりに努めていますが、近年、

児童・生徒におけるアレルギー疾患が増加しており、学校生活での配慮や管理に

活かすことができるよう、児童・生徒の詳細な情報を把握していくことが必要と

なります。 

2. 目指す姿 

 心理面、環境面で困難さや課題を抱える児童・生徒も、必要な支援を受け、

児童・生徒が安心して生活を過ごしています。 

 保護者の経済的負担が軽減されています。また、経済的な理由等により修学

が困難な学生が必要な支援を受け、安心して学ぶことができます。 

 児童・生徒が自ら進んで健康の保持・増進に体力の保持に努めています。 
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3. 施策の方向性 

 児童・生徒が抱える悩みや課題に的確に対応し、支援できるよう、学校と教

育委員会が一体となって教育相談体制や環境調整支援体制を充実させてい

くとともに、関係機関とも連携しながら、それぞれの個に応じたきめ細やか

な支援を充実していきます。 

 経済的理由によって就学が困難となることがないよう、必要な支援を行って

いきます。また、経済的な理由によって高校や大学等への進学を断念するこ

とがないよう、必要な支援を行っていきます。 

 児童・生徒の健康増進を図るため、各学校での定期健康診断を通して、疾患

の早期発見及び健康づくりの推進に努めていきます。 

4. 主な取組 

（１）教育相談・教育支援 

 心理相談員やスクールソーシャルワーカーによる相談・支援を実施する

とともに、年々増加する多様な相談に対して適切に対応するため、相談・

支援体制の充実を図ります。 

 不登校児童・生徒の実態に配慮した教育を実施するため、不登校特例校

の設置に向けた取組を進めていきます。また、ＩＣＴを活用し、不登校

児童・生徒に対する学習支援を行っていきます。 

 

（２）学びに対する経済的支援 

 経済的理由による就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、必

要な援助を引き続き行っていきます。援助の認定には、前年の収入額等

を基礎とし、学用品等、入学準備金、医療費、通学費、給食費、林間学

校・修学旅行費等に係る経費を援助します。 

 修学意欲のある生徒が、経済的理由により進学をあきらめることがない

よう、人物・学力等に優れた生徒、学生又はその保護者に対して、入学

準備金を含めた奨学金給付事業、奨学金貸付事業、入学時初年度納付資

金貸付事業を行っていきます。また、留学を通じて海外の文化を学び、

社会に有為な人材を育成するための奨学資金貸付事業も行います。 
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（３）子どもの健康の管理 

 健康診断を通じて、児童・生徒の健康づくりに継続して取り組んでいき

ます。また、学校の管理下における児童・生徒の災害に関して、各小中

学校からの申請に基づき、スポーツ振興センターへ給付の手続きを行い

ます。 

5. 成果指標 

対応する 

取組番号 
指標名 指標の説明 

現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和７年度） 

（１） 

不登校児童・生徒

の学校復帰率 

（別室登校等含む） 

登校するまたは 

できるようになった

児童・生徒の割合 

２０．４％ 

（令和元年度） 
２５．０％ 

（２） 
生活保護世帯の 

高校進学率 

生活保護世帯等の 

生徒の高校進学率 
９７．１％ ９８．０％ 

 

6. 地域・家庭・関係機関等と連携する取組 

対応する 

取組番号 
主体 取組内容 理由 

（１） 関係機関 

課題を抱える子どもや保護者の

情報を共有し、連携しながら 

支援方針を検討していきます。 

より適切な対応を行う 

必要があるため、学校

や、市の相談機関などが

連携して対応していく 

必要があります。 

（３） 保護者 

子どもの健康に関する情報を 

学校に正しく伝え、学校生活を

安全・安心なものに 

していきます。 
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7. ＩＣＴを活用する取組 

対応する 

取組番号 
整備・活用の内容 

（１） 

不登校児童・生徒への学びの支援に活用していきます。 
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施策３ 子どもの学びを支える教育環境の充実 

1. 現状と課題 

 児童・生徒一人１台端末の整備などが急激に進み、教育を取り巻く環境が大き

く変わってきています。学校のＩＣＴ（情報処理や通信に関する技術）環境の整

備を継続するとともに、ＩＣＴを活用した教育活動を推進していく必要があり

ます。また、学校、八ヶ岳府中山荘及び教育センターで使用している備品等につ

いて、耐用年数を超えて使用しているものが多数あることから、安全上の問題が

生じる前に更新する必要があります。 

 老朽化対策による改築事業の実施時期が遅い学校については、改築事業の実

施までに児童・生徒が安全・安心な学校生活を送ることができるよう、その間に

必要となる大規模改修を実施する必要があります。 

 児童・生徒が安全・安心な学校生活を過ごせるよう、校舎・体育館などの非構

造部材を含めた耐震化を実施していますが、建築後４０年以上経過した建物が

７割以上と多く、老朽化対策として計画的な施設の更新や既存校舎などの長寿

命化を図ることが必要となっています。 

 給食センターでは、全小・中学校の全ての児童・生徒へ、安全で楽しく給食時

間を過ごせるよう学校給食を提供しています。また、食物アレルギー対策のた

め、専用のアレルギー対応食の調理室を設置し提供しています。 

2. 目指す姿 

 おいしい給食を提供できる環境や、児童・生徒が安全・安心な学校生活を送

ることができる環境、ＩＣＴなどの新たなニーズを的確に捉えた環境の整備

等が常に行われています。 

 学習環境や職員の執務環境の変化により生じる新たなニーズを的確に捉え

ながら、児童・生徒が主体的に学ぶ環境が整っています。 

 学校施設の老朽化対策が計画的に進められています。 

 安全・安心でおいしい給食の提供を継続していく。また、食物アレルギー対

応食の事故が起きないよう徹底した管理を実施しています。 
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3. 施策の方向性 

 子どもの力を最大限に引き出す学びを実現するため、ＩＣＴを効果的に活用

した教育活動が進められる学校のＩＣＴ環境を整備していきます。また、教

育環境の充実に資するよう、老朽化した備品については計画的に買い替えを

進め、更新を図っていきます。 

 大規模改修整備方針に基づき、学校施設改築・長寿命化改修計画で定めた第

２グループの学校について、順次最低限必要な大規模事業を実施していきま

す。 

 学校施設改築・長寿命化改修計画に基づき、計画的かつ着実に学校施設の老

朽化対策を実施していくとともに、令和６年度に計画の改定を行うことで、

PDCA サイクルに基づき、継続的に老朽化対策を推進していきます。 

 給食センターでは安全・安心でおいしい給食をできるよう、学校給食衛生管

理基準等に適合した施設の管理運営を行います。 

4. 主な取組 

（１）教育財産の管理と活用 

 ＩＣＴを活用した教育を推進するための基盤となる環境を整備すると

ともに、小・中学校の施設・設備を常に良好な状態において管理し、そ

の目的に応じて効率的に運用していきます。 

（２）学校施設の整備 

 便器の洋式化、床の乾式化等の校舎トイレの改修や、屋上・屋根の防水

に係る改修など、経年劣化に伴う大規模改修を計画的に実施します。 

（３）学校施設の老朽化への対応 

 学校施設改築・長寿命化改修計画に基づき、学校施設の改築を進めます。

その際、バリアフリー化を含む、ユニバーサルデザインに配慮するとと

もに、災害時における避難所運営も見据えた整備を行います。 

（４）学校給食の運営 

 学校給食衛生管理基準や大量調理施設衛生管理マニュアルに適合した

施設運営を行うことで、安全・安心でおいしい給食の提供を継続します。 
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5. 成果指標 

対応する 

取組番号 

指標名 指標の説明 現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和７年度） 

（１） 

タブレットを使用

した授業の実施率 

学年別、科目別の実施

割合 ０％ 100％ 

（２） 

すべて便器の洋式

化をしている学校

施設の割合 

校舎のトイレについ

て、「便器の洋式化」

等改修が実施済みの

学校の割合 

３％ 100％ 

 

6. 地域・家庭・関係機関等と連携する取組 

対応する 

取組番号 
主体 取組内容 理由 

（３） 市民 

改築事業の設計時に「新しい

学校づくり検討会」を実施す

る。 

学校施設は、地域住民にとって最も

身近な公共施設であり、生涯にわた

る学習、文化、スポーツなどの活動

となるほか、災害時の避難所として

も重要な役割を担っているため。 

 

7. ＩＣＴを活用する取組 

対応する 

取組番号 
整備・活用の内容 

（１） 

学校ネットワークの整備、活用の基盤を整える。また、授業をはじめ、

さまざまな活動でＩＣＴを活用していきます。 

 

  


