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第1章  
計画策定にあたって 
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第1節 計画策定の経緯 
 本市教育委員会では、平成 15（2003）年度に、高度情報化や国際化などの社

会変化に対応するため、本市の教育の基本理念と施策の方向性を示すものとし

て、平成 15（2003）年度から平成 25（2013）年度までを計画期間とした「府中

市学校教育プラン 21」を策定しました。 

 その後、平成 18（2006）年 12 月に教育基本法が改正され、同法第 17 条第 2

項において地方公共団体は、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地

方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよ

う努めなければならないことが規定されたことから、学校教育における教育振

興基本計画として同プランを位置付けました。 

 また、平成 26（2014）年１月には、「生きる力」を身に付けた児童・生徒を育

むことを目指し、教育の直面する課題や問題の解決に取り組むため、平成 26

（2014）年度から令和 3（2021）年度までの「第２次府中市学校教育プラン」を

策定し、主要な学校教育の施策の方向性を示しました。 

 この「第 2 次府中市学校教育プラン」の計画期間が、令和 3（2021）年度で終

了しますが、この間、情報通信技術の進展や新型コロナウイルス感染症への対応

等、急速な社会変化が起きる中、教育を取り巻く環境も大きく変化しました。ま

た、新しい学習指導要領に基づく教育も完全実施されるなど、変わりゆく社会情

勢に的確に対応しつつ、本市教育委員会として目指す基本理念や取組を、学校教

育関係者をはじめ、保護者や地域の皆様に示すことにより、一体となって子供た

ちを育成していくことを目的に、この度「第３次府中市学校教育プラン」を策定

しました。 
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第2節 本市における計画の体系 
 本市教育委員会では、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。この目標を達成するため、教育行政

の方向性を示し、具体的な取組をまとめて教育振興基本計画として策定したも

のが本プランです。 

 また、市⾧部局では、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。 

 なお、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行っていきます。 
 
 

図 本プランの位置付けイメージ 
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第2章  
学校教育をとりまく状況 
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第1節 教育に関する主な動向 
 近年の教育関係法令や制度等の改正概要は以下のとおりです。 
 
年 概要 

平成 28（2016）年  教員の養成・採用・研修一体改革 

平成 29（2017）年  学校運営協議会設置の努力義務化、地域と学校の連携・協働 
体制の整備 

 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、 
部活動指導員の制度化 

平成 29（2017）年 
平成 30（2018）年 

 学習指導要領改訂（育成を目指す資質・能力を三つの柱で整理、
社会に開かれた教育課程の実現） 

平成 31・令和元 
（2019）年 

 学校教育の情報化の推進に関する法律の施行（GIGA スクール 
構想や、デジタル教科書の制度化） 

 
 

第2節 国や都の計画 
 国では、平成 18（2006）年 12 月に、教育の目的及び理念並びに教育の実施

に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにするた

め、教育基本法が改正されました。また、平成 30（2018）年 6 月には、平成 30

（2018）年度から令和 4（2022）年度までを計画期間とする「第３期教育振興基

本計画」が策定され、第２期教育振興基本計画の「自立」、「協働」、「創造」の３

つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き継

ぎつつ、令和 12（2030）年以降の社会の変化を見据えた教育政策の在り方を示

しています。 

 

 東京都教育委員会では、平成 31（2019）年 3 月に、東京都教育振興基本計画

として、「東京都教育ビジョン（第４次）」を策定し、平成 31（2019）年度から

令和５（2023）年度までに取り組むべき基本的な方針と、その施策展開の方向

性を示しています。加えて、東京が目指すべき教育を示した「東京都教育施策大

綱」を、令和３（2021）年３月に策定しています。  
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第3節 本市の状況 

1 児童・生徒数の推移 

  本市の児童・生徒数は、昭和 56（1981）年の 25,397 人をピークに減少傾

向で推移していましたが、平成 12（2000）年から微増傾向となり、令和 2（2020）

年時点は 19,332 人で、ピーク時の 76％となっています。５歳から 14 歳の将

来人口推計では、全国、東京都、府中市ともに減少傾向にあります。しかしな

がら、市の中心部では、児童・生徒数の更なる増加が見込まれる学校がある一

方、児童・生徒数が少ない学校では更に減少が見込まれるなど、学校ごとの児

童・生徒数の差が拡大していくと予測しています。 

 
参考 平成 27（2015）年度を基準年とした５歳から 14 歳の将来人口推計 

 

出典：「府中市学校施設改築・⾧寿命化改修計画」令和２年２月 

全 国「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所） 

東京都「東京都男女年齢（５歳階級）別人口の予測（平成 29 年度）」（東京都） 

      ※令和２（2020）年７月現在、東京都が公開中の推計は令和 22（2040）年度

までとなります。 

府中市「府中市人口ビジョン府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27 年度）」

（府中市） 
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参考 府中市立小・中学校の児童・生徒数の現状及び将来推計 
 

 

 
出典：「府中市学校施設改築・⾧寿命化改修計画」令和２年２月 
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2 歳出予算額と教育費の推移 

  本市における一般会計当初予算の歳出予算額は、近年は約 1,000 億円前後

で推移しており、そのうち教育費は約 150 億円（約 15％）程度で推移してい

ます。児童・生徒一人あたりの教育費は、平成 28（2016）年から５年間の平

均でみると、約 77 万円となっています。 

  今後、少子高齢化が進行し、生産年齢人口の減少に伴う市税の逓減、社会保

障関係経費の増大が進むことが予想されます。また、公共施設の老朽化に伴う

改修等の費用の増大や、防災・減災、感染症対策等も必要となるため、限られ

た財源の下での効果的な教育行政の運営が求められます。 

 
参考 本市の一般会計歳出予算額の推移 

出典：府中市調べ 
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第3章  

第 3 次府中市学校教育プランの 

基本的な考え方 
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第1節 基本理念・目指す人間像 
 本市教育委員会では、子供たちが心身共に健康で知性や感性を磨き、道徳心と

体力を育み、人間性豊かに成⾧することを願い、「他者も自分も大切にする、思

いやりと規範意識のある人」、「社会の一員としての自覚を持ち、社会に貢献しよ

うとする人」、また、「自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人」の育成に

向けた取組を推進していくことを教育目標として掲げています。 

 また、近年は、グローバル化や急速な情報化の進展、新型コロナウイルス感染

症の流行など、社会の変化が複雑で予測困難となっているとともに、様々な課題

に対してはっきりとした答えがない世の中となっています。このような時代を

生きる子供たちには、変化の激しい社会の中でも感性を豊かに働かせ、試行錯誤

しながら問題の発見やよりよい解決策を導き出す努力ができる資質・能力や、伝

統や文化を尊重しつつ、多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力

が求められます。 

 これらを踏まえ、今後８年間の学校教育の方向性を明確にするため、本プラン

の基本理念と目指す人間像を次のとおり定めます。 

 

 

 
 

  

基本理念 
全ての子供が、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、家庭、地域、関係機関が相互に連携、協力、役割分担、支援

しながら子供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 
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第2節 施策の体系 
 目指す人間像に向けて子供たちを育成していくためには、教育委員会、学校、

家庭、地域、関係機関など、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３つの施策に体系化し、共有し

ていきます。 

 
 

  

子供たちの成⾧

目指す人間像

さまざまな視点から連携・協力しながら
子供たちを育成

教育
委員会

学校 地域
関係
機関

家庭

 施策１ 社会を主体的・創造的によりよく生きる力の育成 
子供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

取組をまとめています。 

 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、教育相談や経済的

な支援等の取組をまとめています。 

 施策３ 子供の学びを支える教育環境の充実 
小・中学校や教育関連施設の管理や運営などの取組をまとめています。 
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第3節 施策推進の視点と取組の関係 
 各施策を横断的に展開していくにあたり、次の５つの視点を大切にして、各種

施策を展開していきます。 

 

1 人間尊重の精神を基調 

  全ての施策において、他者を価値のある存在として尊重し、多様性を認め合

う態度の涵養や、いかなる差別やいじめも決して許さないという人権尊重の

精神の育成を目指します。 

  例えば、子供たちが互いの人格を尊重し、思いやりの心をもって他の人と関

わることができるよう、人権教育や道徳教育を推進するとともに、いじめの防

止に向けた取組を徹底します。また、環境により教育機会を奪われないよう、

セーフティネットの構築や環境整備を進めます。 

 

2 全ての子供が共に教育を受けられる多様な学びの場の 

充実と整備 

  全ての子供が自分の良さや可能性を認識し、一人一人の障害や特性に応じ

た多様な学びの場の充実を図るとともに、可能な限り共に学ぶ環境が実現で

きるよう、より一層の指導の充実と整備を行います。 

  例えば、特別支援教育の取組を進めたり、不登校支援を充実したり、各種取

組を推進します。また、校舎改築の際には、バリアフリーに配慮した教育環境

の整備を進めていきます。 

 

3 家庭・地域・関係機関等との連携 

  子供たちを育成するためには、学校だけでなく、地域や家庭、関係機関等と

連携・協働して取り組むことが不可欠であることから、全ての施策において地

域や家庭、関係機関等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。 
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  例えば、学校運営において、各種支援員などの人材活用や、地域資源を活用

した教材作成、課題を抱える子供や保護者を孤立させないように切れ目のな

い支援を行うための福祉部局や関係機関等との連携を推進します。また、コミ

ュニティ・スクールの取組を進めていきます。 

 

4 ICT 活用の推進 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う学校の臨時休業措置などの影

響を受け、学校において ICT 環境の整備が急速に進み、令和 2（2020）年度

には、児童・生徒一人１台端末の整備や校内高速通信ネットワークの整備が実

現しました。 

  今後も ICT を活用した指導をさらに加速させ、これまで以上に児童・生徒

一人ひとりの特性や学習到達度等に応じた学びを可能にして、子供たちが高

度に情報化した社会で活躍できる力を身に付けることができるよう、全ての

施策で ICT を有効活用した取組を進めます。 

  例えば、大型提示装置やデジタル教材などを活用した効果的な授業の実施、

一人１台のタブレット端末を活用した個別最適化された学びへの活用や不登

校児童・生徒への働きかけ、クラウドを活用した事務の効率化による教職員の

負担軽減など、あらゆる施策において活用していきます。 

 

5 PDCA サイクルに基づいた進行管理 

  本プランを着実に推進していくため、PDCA サイクルに基づいた進行管理

を行い、継続的に改善を図ります。そのため、本プランにおいては、新たに客

観的な視点で成果を計ることができるように、目標数値の設定が可能なもの

に関しては、各施策において成果指標を設定します。一方で、全ての取組に対

して目標数値を設定することができないため、成果指標の設定できない取組

については、取組内容についての目標を設定し、引き続き自己評価を行ってい

きます。 
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図 本プランの基本理念と施策の体系図 
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連携、協力、役割分担、
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担っていきます。

３つの施策
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社会を主体的・創造的に
よりよく生きる力の育成

施策２
学びの機会を保障する
ための支援の充実

施策３
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【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



15 
 

施策の方向性

社会を主体的・創造的に
よりよく生きる力の育成

学びの機会を保障する

３ 学校組織・人材の支援

２ 特別支援教育の充実

２ 学びを確保するための経済的支援

１ 学校施設の老朽化への対応

２ 学校施設の整備

４ 学校給食の運営

１ 学習指導等の充実

１ 教育相談・教育支援

３ 子供の健康の管理

３ 教育財産の管理と活用

２−１ 学習環境の改善と整備
２−２ 交流・協働学習の実施
２−３ 教員の専門性の向上

３−１ 教員の指導力向上
３−２ 教員の働き方改革の推進
３−３ 学校の組織力の強化
３−４ いじめ防止対策の徹底（学校における取組）
３−５ 地域との連携強化

１−１ 就学相談や教育相談の充実
１−２ 個に応じたきめ細やかな支援の実施
１−３ いじめ防止対策の徹底（教育委員会の取組）

２−１ 就学援助の実施
２−２ 奨学金制度の実施

３−１ 定期健康診断の実施
３−２ 保健指導の実施

１−１ 校舎等の改築
１−２ 誰もが利用しやすい学校施設の整備
１−３ 地域コミュニティの拠点となる学校施設の整備
１−４ 将来人口動態に対応した学校施設の整備

２−１ 経年劣化に伴う大規模改修
２−２ 全市的な施策として短期間で実施すべき

大規模改修

３−１ 教材等の整備
３−２ 学校施設の維持管理
３−３ 子供の安全と安心を支える様々な予防策
３−４ 教育関連施設の管理と活用

４−１ 安全・安心でおいしい給食の提供
４−２ 学校給食センターの管理運営

主な取組

全ての子供が共に教育を受けられる

サイクルに基づいた進行管理

１−１ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着
１−２ 生命を大切にする心や他人を思いやる心等を

育む教育の充実
１−３ 健康で安全に生活する力を育む教育
１−４ 学びと育ちの視点を踏まえた義務教育９年間の

教育課程と指導の充実
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第4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、より実効性のあるものとするため、

本プランは第７次府中市総合計画の計画期間に合わせ、令和４（2022）年度か

ら令和 11（2029）年度までの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、次章で示す「施策と取組」は４年間で見直しを行うこととします。 

 

 
 

 

 

 

 

学校教育
プラン

基本理念

施策と取組

総合計画
基本構想

基本計画

H29
年度

H30
年度

H31
/R1
年度

R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

R8
年度

R9
年度

R10
年度

R11
年度

８ 年

後期４年前期

８ 年

前期４年 後期４年

８ 年
８ 年

後期４年前期４年
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第4章  

施策と取組 
令和４(2022)年度～令和７(2025)年度 
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施策１ 社会を主体的・創造的によりよく

生きる力の育成 

1 目指す姿 

 

 

【取組の体系】 

 
  

１ 学習指導等の充実

１−１ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着
１−２ 生命を大切にする心や他人を思いやる心等を

育む教育の充実
１−３ 健康で安全に生活する力を育む教育
１−４ 学びと育ちの視点を踏まえた義務教育９年間の

教育課程と指導の充実

２ 特別支援教育の充実
１−２ 学習環境の改善と整備
２−２ 交流・協働学習の実施
２−３ 教員の専門性の向上

３ 学校組織・人材の支援

３−１ 教員の指導力向上
３−２ 教員の働き方改革の推進
３−３ 学校の組織力の強化
３−４ いじめ防止対策の徹底（学校における取組）
３−５ 地域との連携強化

施策の方向性 主な取組

 学校と地域（市民）が「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」

という目標を共有し、協働し、郷土府中への誇りと愛着をもった持続可

能な社会の創り手となる人材を育んでいます。 

 障害や心理面、環境面等で困難や課題を抱える児童・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。 

 教員の⾧時間労働が軽減され、かつ、教員が児童・生徒と十分に向き合

うことができています。また、教員の資質・能力の向上、外部人材の活

用、地域との連携等により、「チーム学校」としての体制が充実してい

ます。 
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2 現状と課題 

１ 学習指導等の充実 

   文部科学省が、毎年度、全国の小学校第６学年と、中学校第３学年を対象

に実施している「全国学力・学習状況調査」の結果からみると、平成 27

（2015）年度以降、市立学校の児童・生徒共に全国平均正答率を上回ってお

り、基礎的・基本的な知識等についてはおおむね定着していると言えます。 

   一方で、東京都教育委員会が、都内の公立小学校第５学年と、中学校第２

学年を対象に実施している「児童・生徒の学力向上を図るための調査」など

の結果からみると、平成 27（2015）年度以降、中学校では、全ての教科に

おいて、東京都平均正答率を上回っていますが、小学校では、多くの教科に

おいて、東京都平均正答率を下回っています。 

   このような現状を踏まえ、全ての児童・生徒に基礎・基本を確実に習得さ

せるために、学校における授業の一層の工夫・改善を図るとともに、家庭教

育の支援を充実させることも重要です。 
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表 全国学力・学習状況調査における東京都・全国との平均正答率の比較 

 
 

出典：全国学力・学習状況調査 

※A は主として「知識」に関する問題、B は主として「活用」に関する問題。令和元（2019）

年度から「知識」と「活用」を一体的に問う問題形式となった。 

※理科と英語は３年に１度程度の実施。（英語は令和元年度から追加） 

 

 

表 児童・生徒の学力向上を図るための調査における東京都との平均正答率の比較 

 
出典：児童・生徒の学力向上を図るための調査  

小学校 （％） （％） 中学校 （％） （％）

H29 H30 H31/R元 H29 H30 H31/R元

全国 74.8 70.7 全国 63.8 全国 77.4 76.1 全国 72.8

東京都 76.0 74.0 東京都 65.0 東京都 79.0 77.0 東京都 74.0

府中市 76.0 74.0 府中市 65.0 府中市 80.0 78.0 府中市 78.0

全国 57.5 54.7 全国 66.6 全国 72.2 61.2 全国 59.8

東京都 60.0 57.0 東京都 70.0 東京都 74.0 63.0 東京都 62.0

府中市 61.0 58.0 府中市 69.0 府中市 76.0 66.0 府中市 65.0

全国 78.6 63.5 全国 - 全国 64.6 66.1 全国 -

東京都 81.0 67.0 東京都 - 東京都 66.0 67.0 東京都 -

府中市 81.0 68.0 府中市 - 府中市 68.0 70.0 府中市 -

全国 45.9 51.5 全国 48.1 46.9 全国 56.0

東京都 49.0 55.0 東京都 50.0 49.0 東京都 59.0

府中市 49.0 55.0 府中市 51.0 51.0 府中市 61.0

全国 - 60.3 全国 - 66.1

東京都 - 62.0 東京都 - 65.0

府中市 - 63.0 府中市 - 66.0

数学B

理科

（全体）

英語

理科

（全体）

国語A 国語

国語B 数学

数学A
理科

（全体）

国語

算数

理科

（全体）

国語A

国語B

算数A

算数B

小学校 （％） 中学校 （％）

教科 年度 H27 H28 H29 H30 R元 教科 年度 H27 H28 H29 H30 R元

東京都 62.7 73.8 67.8 66.5 67.0 東京都 54.1 71.1 72.7 72.5 71.9

府中市 61.3 73.5 67.9 66.5 64.8 府中市 57.5 72.5 74.5 74.2 72.4

都との差 -1.4 -0.3 0.1 0.0 -2.2 都との差 3.4 1.4 1.8 1.7 0.5

東京都 56.8 72.4 71.1 70.2 66.3 東京都 51.9 57.8 56.5 60.3 51.1

府中市 56.3 73.0 72.4 70.8 66.2 府中市 55.2 59.4 59.5 63.3 54.0

都との差 -0.5 0.6 1.3 0.6 -0.1 都との差 3.3 1.6 3.0 3.0 2.9

東京都 63.6 62.5 61.4 53.8 60.0 東京都 56.2 56.7 53.3 53.0 54.5

府中市 62.6 59.6 60.0 50.3 56.8 府中市 59.6 58.2 56.0 57.3 57.1

都との差 -1.0 -2.9 -1.4 -3.5 -3.2 都との差 3.4 1.5 2.7 4.3 2.6

東京都 67.4 62.7 71.6 70.4 56.6 東京都 49.3 55.2 56.5 52.5 49.5

府中市 67.5 62.9 73.0 70.6 56.7 府中市 50.9 55.5 58.4 55.2 49.9

都との差 0.1 0.2 1.4 0.2 0.1 都との差 1.6 0.3 1.9 2.7 0.4

東京都 59.0 55.6 62.9 56.7 57.5

府中市 64.9 55.9 66.4 56.9 58.8

都との差 5.9 0.3 3.5 0.2 1.3

国語

社会

算数

理科

国語

社会

数学

理科

英語
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   児童・生徒の全国的な体力の低下傾向は、児童・生徒の日常の生活におけ

る活力にも影響を及ぼすことが懸念されます。このような中、本市において

は、「東京都児童・生徒体力・運動能力、運動習慣等調査」の体力合計点の

平均値について、小学生では多くの学年で都平均をわずかに下回っていま

す。一方、中学生の体力は男女共に多くの学年で都平均を上回っています。 

 
表 東京都児童・生徒体力・運動能力、運動習慣等調査における東京都との 

体力合計点の平均値比較 

 
出典：東京都児童・生徒体力・運動能力、運動習慣等調査 

※原則として、小数点第２位以下で四捨五入している。そのため、合計値とその差の計は必ずし

も一致しないことがある。 

 

 

小学校 男子 小学校 女子

学年 年度 H28 H29 H30 R元 学年 年度 H28 H29 H30 R元

東京都 29.5 29.6 29.8 29.4 東京都 29.4 29.4 29.7 29.3

府中市 29.3 28.5 28.6 28.9 府中市 28.9 28.9 28.4 28.5

都との差 -0.2 -1.1 -1.2 -0.5 都との差 -0.5 -0.5 -1.3 -0.8

東京都 37.0 37.2 37.4 37.0 東京都 37.3 37.4 37.5 37.2

府中市 36.5 36.5 36.3 36.5 府中市 37.1 36.5 36.9 36.6

都との差 -0.5 -0.7 -1.2 -0.5 都との差 -0.2 -0.9 -0.6 -0.6

東京都 43.2 43.5 43.6 43.2 東京都 43.8 43.9 44.0 43.6

府中市 43.6 42.8 43.6 41.7 府中市 43.8 43.2 43.5 43.0

都との差 0.4 -0.7 0.0 -1.4 都との差 0.0 -0.7 -0.4 -0.6

東京都 49.2 49.2 49.5 48.9 東京都 50.1 50.2 50.4 50.0

府中市 48.6 49.3 49.3 49.3 府中市 50.4 50.0 50.3 49.8

都との差 -0.6 0.1 -0.2 0.4 都との差 0.3 -0.2 -0.1 -0.2

東京都 54.5 54.7 54.6 54.2 東京都 56.0 56.3 56.2 55.9

府中市 54.0 53.9 54.8 54.3 府中市 56.2 56.0 56.1 55.9

都との差 -0.5 -0.8 0.2 0.1 都との差 0.2 -0.2 -0.1 0.0

東京都 60.1 60.2 60.3 59.6 東京都 61.1 61.4 61.7 61.1

府中市 60.8 59.5 59.6 60.0 府中市 61.3 61.6 61.6 61.1

都との差 0.7 -0.7 -0.7 0.4 都との差 0.2 0.1 -0.1 0.0

中学校 男子 中学校 女子

学年 年度 H28 H29 H30 R元 学年 年度 H28 H29 H30 R元

東京都 32.9 32.9 33.1 32.7 東京都 43.5 43.5 44.6 44.2

府中市 33.2 33.2 33.7 32.4 府中市 43.5 43.5 46.6 45.8

都との差 0.3 0.3 0.6 -0.3 都との差 0.0 0.0 2.0 1.5

東京都 40.1 40.1 41.3 40.9 東京都 48.5 48.5 49.6 49.6

府中市 41.4 41.4 42.8 41.8 府中市 49.7 49.7 50.5 51.2

都との差 1.3 1.3 1.5 0.9 都との差 1.2 1.2 0.9 1.6

東京都 47.7 47.7 48.2 47.8 東京都 50.7 50.7 51.8 51.7

府中市 47.5 47.5 49.7 50.1 府中市 52.3 52.3 53.3 52.7

都との差 -0.2 -0.2 1.6 2.3 都との差 1.6 1.6 1.5 0.9

１年生

２年生

３年生

４年生

２年生

１年生

３年生

４年生

２年生

３年生

５年生

６年生

１年生

２年生

３年生

１年生

５年生

６年生
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   学校においては、全ての児童・生徒が生き生きと活動し、学べるようにす

るために、その安全確保が不可欠の前提となりますが、市立学校において、

毎年、いじめ等の問題行動が発生しています。市立学校におけるいじめの認

知件数は、前年度と比べ、小・中学校ともに増加しています。引き続き、学

校教育相談体制の充実や外部相談窓口の周知の工夫などを通して、本人や

他の児童・生徒が相談しやすい環境づくりを推進するとともに、いじめを早

期に発見できるよう、全ての教職員が、「いじめ」の定義を正しく理解し、

一人一人の教職員の鋭敏な感覚により、どんな軽微ないじめをも見逃さず

に、これを的確に認知していける校内における研修等の充実が必要です。 

 

２ 特別支援教育の充実 

   特別支援教育への理解・認識の高まりや、通級による指導を受ける児童・

生徒の増加などがみられますが、本市においては令和２（2020）年度に全

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・生徒の個に応じたきめ細やかな支援を一層充実していく必要がありま

す。 
 

グラフ 特別支援学級・特別支援教室に在籍する児童・生徒数の推移 

 
出典：府中市調べ（毎年５月１日時点） 
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３ 学校組織・人材の支援 

   本市教育委員会では、平成 31（2019）年２月に策定した「府中市立学校

における働き方改革推進プラン」に基づき、タイムレコーダー導入による労

働時間の把握と、学校閉庁日の設定による休暇取得の促進を行うほか、⾧時

間労働となっている教員に対する産業医との面談やストレス・チェックを

制度化するなど、労働安全衛生管理体制の充実を図っています。 

   また、教員の負担軽減を図るため、学習指導・生活指導・特別支援等の学

校経営支援員や、副校⾧及び一般教員の事務作業等を補助する副校⾧等校

務改善支援員など、学校の実情に応じた人員配置ができる体制を整備して

います。 

   しかしながら、依然として⾧時間労働となっている教員が多数いる現状

があります。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

からず影響を及ぼしており、教員の働き方改革は、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。 
 

表 令和２年度における時間外在校等時間 45 時間を超えている教員の人数と割合 

  小学校 中学校 

年月 人数（人） 割合 人数（人） 割合 

R2.4 10 1.5% 0 0.0% 

5 0 0.0% 0 0.0% 

6 246 36.1% 104 30.6% 

7 268 39.3% 153 45.0% 

8 30 4.4% 33 9.7% 

9 232 34.0% 133 39.1% 

10 318 46.6% 167 49.1% 

11 192 28.2% 117 34.4% 

12 171 25.1% 121 35.6% 

R3.1 119 17.4% 48 14.1% 

2 200 29.3% 63 18.5% 

3 264 38.7% 120 35.3% 

出典：府中市調べ 

注記：令和 2（2020）年４月と５月は新型コロナウイルス感染症による臨時休校措置

に伴い、他の月と比較すると少なくなっている。  
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3 施策の方向性と主な取組 

 

  子供たちが新しい時代に求められる資質・能力を身に付け、豊かな人間性が

育まれるように、学校における教育内容の充実を図ります。また、生涯にわた

って健全な生活を送ることができるよう心身の健康増進を図るとともに、心

の育成を推進します。 

 
 

１−１ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着 

 小学校・中学校における基礎学力の定着 

児童・生徒の学力向上に向けて、引き続き、「全国学力・学習状況調査」

や「児童・生徒の学力向上を図るための調査」に加えて、市独自で中学校

１年生を対象に中学校入学時の「学習到達度調査」を実施し、児童・生徒

の学力の定着状況を把握・分析します。その調査の結果を基に、小学校と

中学校における授業改善を推進し、児童・生徒一人一人の基礎的・基本的

な知識・技能の定着と伸⾧に向けた施策を展開します。 

特に、算数・数学では習熟度別指導、英語では少人数・習熟度別指導を

推進するとともに、基礎的な学習内容を習得するための教材を開発する

ことにより、基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るとともに、思考力・

判断力・表現力等の一層の伸⾧を図ります。 

また、基礎・基本を確実に習得するため、家庭での学習も大切となるこ

とから、学習習慣を含めた基本的な生活習慣を身につけることや、保護者

に対する家庭の教育力を高める各種啓発を行うほか、一人１台端末を活

用したオンラインでの学習機会の提供等、家庭教育の支援の充実も図り

ます。 

  

１ 学習指導等の充実 

主な取組 
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 課題の解決に向けた実践力を育成する教育の推進 

習得・活用・探究という学びの過程の中で、基礎的・基本的な知識を着

実に習得しながら、既存の知識と関連付けたり組み合わせたりしていく

ことにより、学習内容の深い理解と個別の知識の定着を図るとともに、社

会における様々な場面で活用できる課題の解決に向けた実践力を子供た

ちに身に付けさせます 。 

また、持続可能な開発目標（ＳＤＧs）に関連した課題等を設定した教

科等横断的な授業実践や、地域人材・資源等を活用した学習活動に取り組

みます。 

 

 英語教育の充実 

グローバル化が進展する社会の中で、多様性を尊重して異なる言語や

文化を理解し、適切な関係を築いていく力を養うため、英語教育の充実に

努めます。 

小学校においては、中学校との連携等を通して、効果的な授業方法や教

材の工夫などについて指導し、英語教育の充実を図ります。中学校の英語

科では、少人数・習熟度別指導を推進するとともに、実際に英語を使用す

る活動を充実するなど、生徒一人一人の英語力の定着と伸⾧を図るため

に、各中学校における授業改善を推進します。 

また、引き続き、外国人指導者（ALT）を全ての学校に配置し、授業で

のティーム・ティーチングを実施するとともに、英語を使用する楽しさや

必要性を体感できる機会として、「TOKYO GLOBAL GATEWAY（ＴＧＧ）」

を活用するなど、児童・生徒の英語学習の意欲向上を目指します。 
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１−２ 生命を大切にする心や他人を思いやる心等を育む教育の充実 

 「考え、議論する道徳」の推進 

自他の生命の尊重、規律ある生活など、将来、社会において生きていく

上で求められる道徳的価値や、人間としての在り方や生き方に関する意

識を深めるために、「特別の教科 道徳」において、「考え、議論する道

徳」の授業づくりを推進し、児童・生徒が、主体性をもって、様々な人々

と議論したり、協働して解決策を見出したりする学習を積極的に取り入

れていきます。 

また、「特別の教科 道徳」に限らず、各教科、総合的な学習の時間及

び特別活動等、それぞれの特質に応じた道徳教育の一層の充実を図りま

す。 

 

 人権教育の推進 

 各学校において、自分と他の人の大切さが認められるような学校・学級

づくりを進め、教育活動全体を通じて、他の人とともによりよく生きよう

とする態度や、具体的な人権問題に直面してそれを解決しようとする実

践的な行動力などを、児童・生徒が身に付けられる教育活動に取り組みま

す。 

 また、市教育委員会及び各学校において、教員一人一人の人権感覚を高

めるための研修に取り組みます。 

 

 環境に対する意識を育む取組の推進 

生命に対する畏敬の念や、自然を大切にし、環境の保全に主体的に取り

組もうとする態度を養うため、小学校における動物の飼育に関する体験

的な活動や学校内外における自然体験活動など、環境教育を推進します。 

また、他者と協力して問題を解決していくことを通じて、持続可能な社

会の構築に向けて、将来、よりよい環境を創造するための行動ができるよ

うな実践力を培います。 
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１−３ 健康で安全に生活する力を育む教育 

 体力向上の取組の推進 

運動・スポーツに親しむ元気な児童・生徒を育成するため、全校で体力

向上に係る目標や、具体的な取組内容を定めた計画を作成して、基礎体力

の向上を図るとともに、体育の授業における授業改善を推進し、様々な運

動能力を向上させる効果的な指導に取り組みます。 

また、基本的生活習慣の定着・改善に向けた取組を通して、食育を含め

た健康教育を推進します。 

 

 学校と地域との協働による体力向上の取組の推進 

本市を活動拠点とするトップチームが数多く存在するという府中なら

ではの特徴を生かし、トップチーム等と連携して、スポーツ選手による専

門的な指導や選手との交流などを通じて体力向上に取り組みます。 

また、運動部活動において、外部指導員（顧問指導員及び技術指導員）

の配置を推進し、各競技の指導の充実を図るとともに、指導者の減少や学

校における働き方改革や多様化するニーズ等の課題に対応します。 

 

１−４ 学びと育ちの視点を踏まえた義務教育９年間の教育課程と 
指導の充実 

 小・中連携教育の推進 

    各中学校区において、児童・生徒一人一人の個性や能力を伸⾧し、「生

きる力」を身に付けさせ、小・中学校の連携を通して確かな学びと育ちを

実現させるため、各学校の管理職のリーダーシップによる小・中学校の連

携を進めていきます。また、小・中学校の教員の交流を通じ、互いに学び

合い、義務教育９年間で児童・生徒を育てる発想を持てるよう、小・中学

校の教員が一体となって研修等に取り組みます。 
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 ふるさと学習の推進 

    心豊かで、府中への郷土愛に満ちた児童・生徒を育成するために、府中

の自然や文化、先人の苦労や偉業、府中の人々との触れ合いを通じて、ふ

るさと府中への新たな認識を実感的に理解させることにより、自然や生

命に対する畏敬の念や感動する心、他人を思いやる心など他と共に生き

る豊かな心や態度を育てていきます。 

 

 教育資源を生かした教育活動の充実 

    本市は豊かな自然に加えて、府中市美術館や府中市郷土の森博物館、生

涯学習センター、図書館などの各種文化スポーツ施設が充実しています。

これらの教育資源を発達段階に応じて教育活動に活用します。 

    また、子供たちが普段の学校生活では得にくい自然体験や社会体験な

どの体験活動を行うことで、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内容の充実や在り

方の見直しに取り組みます。 

    さらに、市内の都立高等学校・特別支援学校や大学、企業・団体等と連

携し、教育活動の充実や教員の専門性の向上に取り組みます。本市の教育

資源を最大限に活用することにより、児童・生徒の生涯学習活動の素地を

育て、「学び返し」の契機としていきます。 

 

 
 

  児童・生徒一人一人が自身の特性に応じた適切な教育を受けられるよう、特

別支援教育推進計画に基づき特別支援教育を推進します。 
 
 

 

２−１ 学習環境の改善と整備 

 発達障害のある児童・生徒を含む全ての児童・生徒にとって、分かりやす

い授業、過ごしやすい教室の整備、活動しやすい学級風土づくりを促進する

ことにより、指導の充実を図ります。 

２ 特別支援教育の充実 

主な取組 
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 また、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために、一人

一人の障害特性に応じた ICT 機器の配備の在り方及び効果的な活用方法等

の検討を進め、学習環境の改善・整備を図るとともに、障害の程度や心身の

状況に応じた医療的ケアも含めた人的支援等を行い、合理的配慮の提供を行

います。 

 

２−２ 交流・協働学習の実施 

 多様性を尊重する態度や互いのよさを生かして協働する力、持続可能な社

会づくりに向けた態度、優しさや思いやりなどの人間性等を育む観点から、

通常の学級の児童・生徒と特別支援学級の児童・生徒との交流や協働した教

育活動を年間指導計画等に位置づけて計画的に実施します。 

   また、特別支援学級において、児童・生徒が地域の一員として、生涯にわ

たり自己有用感をもちながら生き生きと生活していくことを目指し、様々

な体験的な学習や、地域の人々と喜びを分かち合える活動の機会を設定し

ます。 

 

２−３ 教員の専門性の向上 

特別な支援を必要とする児童・生徒への学びの場や指導体制を充実するた

め、管理職のリーダーシップのもと、特別支援学級と通常の学級の学級担任

間や教科担任等との連携による指導体制を整備し、教科等の学習の充実を図

ります。また、障害の有無にかかわらず、全ての子供にとって分かりやすい

授業づくりを進めるとともに、ICT 機器の活用を含めた合理的配慮の提供を

引き続き進めていきます。 
 

 

 

  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、教員の指導力向上、教員の働き方改革推進に努めます。ま

た、各種支援員の適正な配置、外部人材の活用及び学校と地域との連携の強化

を推進し、学校の組織力の強化を図ります。 
 

  

３ 学校組織・人材の支援 



施策１ 社会を主体的・創造的によりよく生きる力の育成 

30 
 

 

３−１ 教員の指導力向上 

教員の持続的な成⾧には、経験を振り返ることを基礎とした学びと、他者

との対話から得られる学びが重要となることから、学校管理職のリーダーシ

ップの下、同僚の教員とともに支え合いながら日常の業務を通じて指導力向

上を支援していきます。また、教員の育成を図るため、校内研修や市教育委

員会が主催する研修等を充実するとともに、教員の自主的・自発的に行う研

修を支援していきます。さらに、市教育研究協力校の取組を継続し、研究発

表会等を通じて成果を広めていく取組も継続していきます。 

 

３−２ 教員の働き方改革の推進 

教員の心身の健康を保持するため、ストレス・チェックや産業医面談を実

施するほか、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進します。

また、教員の業務全般を処理する校務支援システムのカスタマイズや機器の

更新・追加、さらには、日常業務についてはクラウドシステムの活用を進め

ることにより、業務改善を図り、教員の働き方改革を実効性のあるものとし

ます。 

 

３−３ 学校の組織力の強化 

学校の抱える教育課題への対応や、教員の業務負担の軽減を図るため、学

校経営支援員や副校⾧等校務改善支援員などの学校運営を支援する支援員

制度を継続するとともに、より効果的なものとするための検討を進めます。

また、教育ボランティアとして協力できる個人や団体を学校支援ボランティ

アとして配置するなど、地域住民のもつ幅広い経験や知識等を学校の教育活

動に取り入れ、地域と一体となって学校を運営していきます。 

 

３−４ いじめ防止対策の徹底（学校における取組） 

いじめは、子供の生命や心身の健全な成⾧及び人格の形成に重大な影響を

及ぼす重大な問題であることから、学校全体でいじめ防止対策推進法に定め

られた基本的な取組を徹底し、いじめを生まない、許さない学校づくりを進

め、全ての子供が安心して通える魅力ある学校づくりを行います。 

主な取組 
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また、全ての教職員が「いじめ」の定義を正しく理解し、どんな軽微ない

じめをも見逃さず認知し、迅速かつ組織的に適切な対応を行うことで、いじ

めの解消につなげていけるよう、教職員の対応力の向上に取り組みます。 

 

３−５ 地域との連携強化 

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）又は

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）の設置

を継続し、地域の意見や社会資源を学校経営や教育活動に取り入れるな

ど、地域との連携強化に努めます。 

 

4 成果指標 

指標 
現状値 

令和２年度 
目標値 

令和７年度 

●全国学力・学習状況調査における都平均値 

との正答率の差異 

本市の小学６年生と中学３年生の正答率を、 

都平均値と比較したもの 

小６ 
−0.7 ポイント 
中３ 
＋2.6 ポイント 
（Ｒ元年度） 

小６ 
±0.0 ポイント 
中３ 
＋3.0 ポイント 
 

●全国学力・学習状況調査における正答数分布

の状況 

正答数分布の状況を四分位により分類した際、

下位層（学力層 C と D）に分類される割合 

※精査中 
※精査中 

（減少を目指
す） 

●個々の実態に即した指導内容・方法の工夫改

善の実施率 

特別支援学級及び特別支援教室において、教育

課程に位置付けて指導内容・方法の工夫や改善

を実施した学校の割合 

86％ 100％ 

●教員１人当たりの１か月の時間外在校等 

時間 

教員の在校等時間から所定の勤務時間を 

除いた時間の平均値 

34 時間 
（R 元年度） 22 時間 
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5 地域・家庭・関係機関等との連携 

 社会と一体となり、児童・生徒を健全に育成していくため、地域の社会教育関

係団体や民間事業者等との協働に積極的に取り組み、学習資源や学習機会の創

出等の成果につなげます。 

 また、市民が各種支援員やボランティアとしてなど、様々な形で学校教育に携

われるようにし、コミュニティ・スクールの実現につなげていきます。 

 児童・生徒を健全に育成してくためには、家庭教育も重要となることから、保

護者に対する学習機会を提供するなど、PTA と協力して家庭教育の主体である

保護者の支援に努めます。  
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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 目指す姿 

 

 

【取組の体系】 

 

  

１ 教育相談・教育支援
１−１ 就学相談や教育相談の充実
１−２ 個に応じたきめ細やかな支援の実施
１−３ いじめ防止対策の徹底（教育委員会における取組）

２ 学びを確保するための経済的支援 ２−１ 就学援助の実施
２−２ 奨学金制度の実施

３ 子供の健康の管理 ３−１ 定期健康診断の実施
３−２ 保健指導の実施

施策の方向性 主な取組

 心理面、環境面で困難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、経済的な理由等により就学や進学が

困難な児童・生徒が支援を受け、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・増進に努めています。 
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2 現状と課題 

１ 教育相談・教育支援 

   全ての児童・生徒の教育の機会を保障するため、全ての学校では魅力ある

よりよい学校づくりを目指していますが、近年、いじめ、貧困、発達障害や

日本語を母語としていない児童・生徒の増加など、個別の対応を必要とする

傾向がみられます。これら個別の課題に対しては、心理相談員やスクールソ

ーシャルワーカーが、子供や保護者からの教育全般に係る相談を受け、学校

や関係機関と連携して子供が抱える様々な課題の解決を図っていますが、

学校内のスクールカウンセラー等相談員や、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。 

   また、全ての子供の学習機会と学力の保障が必要ですが、不登校児童・生

徒も一定数います。平成 25（2013）年度以降の本市の不登校児童・生徒の

数は、近年では中学校において緩やかな増加傾向にありますが、小学校にお

ける増加傾向は顕著です。全児童・生徒数に対する不登校児童・生徒数の割

合を見てみると、平成 29（2017）年度以降、小学校は増加傾向となってお

り、中学校は横ばいとなっています。また、令和元（2019）年度の文部科学

省の「児童生徒の問題行動・不登校等生活指導上の諸課題に関する調査」で

は、全国での出現率が小学校は 0.83％、中学校は 3.94％となっています。

本市は、中学校は全国平均と同程度ですが、小学校は全国平均と比べて高い

状況となっています。 
 

参考 府中市立学校における不登校児童・生徒数と出現率の推移 

 
出典：府中市調べ     
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   これら個別の課題に対してきめ細かく対応し、本人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る体制を、一層

充実させていく必要があります。また、全ての学校で魅力ある学校づくりを

進めていくとともに、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に

自立することを目指す体制を構築していくことが必要です。 

 

２ 学びを確保するための経済的支援 

   経済状況により就学困難となることがないよう、認定基準以下の収入の

子供の保護者に対して、就学援助費の支給等の必要な支援を行っています。

また、高等学校への進学率が約 99％に達し、義務教育機関ではないものの、

ほぼ全ての生徒が進学していることから、高等学校・大学等へ進学する生徒

や学生に対しては、奨学金の給付や貸付を行っております。 

   近年、国や東京都においても高等学校等の授業料の無償化など、全ての意

志ある生徒や学生が安心して学べるよう経済的負担の軽減策が充実してき

ています。一方で、急激な社会変化に伴い、経済状況の先行きが不透明とな

っており、特に低所得世帯は影響を受けやすくなっています。今後、保護者

の経済状況が不安定な年においては、急激に収入が減少した方に対する支

援の検討が必要です。 

 

３ 子供の健康の管理 

   生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質や能力を育成する

ため、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。 

   近年、児童・生徒におけるアレルギー疾患が増加しているため、児童・生

徒の詳細な情報を把握し、学校生活での安全確保や管理に活かすことが必

要です。また、新型コロナウイルス感染症など、様々な感染症に対し、衛生

面での安全・安心も確保していくことが必要です。 
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3 施策の方向性と主な取組 

 

  児童・生徒やその保護者が抱える悩みや課題に的確に対応し、支援につなげ

ることができるよう、学校と教育委員会が一体となって教育相談体制を充実

させていくとともに、関係機関とも連携しながら、個に応じたきめ細やかな支

援策を充実していきます。 

 

１−１ 就学相談や教育相談の充実 

心理相談員やスクールソーシャルワーカーによる相談・支援を継続すると

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

体制の充実を図るとともに、福祉や医療などの関係機関と連携を推進します。 

 

１−２ 個に応じたきめ細やかな支援の実施 

不登校となった児童・生徒や病気療養、日本語指導を要する児童・生徒な

どに対してきめ細やかな支援を実施していきます。不登校児童・生徒の実態

に配慮し、多様な学びの場を提供するため、不登校出現率の低下や⾧期化の

防止等、教育機会の確保等の取組を進め、不登校特例校の設置を含む対策を

総合的に検討していきます。また、ICT を活用した学習支援など、学習環境

の確保に努めます。 

 

１−３ いじめ防止対策の徹底（教育委員会の取組） 

複雑化・多様化するいじめに的確に対応するため、市全体としていじめ問

題解決のための体制の充実を図るとともに、「府中市いじめ防止基本方針」

を改訂することで、全ての公立学校における基本方針を統一的に定め、各校

の「学校いじめ対策委員会」による組織的な対応等により、校内におけるい

じめ防止等の取組を充実させます。 

また、いじめは絶対に許されない行為であるとの理解を深めることや、教

員の対応力の向上を図るため、スクールロイヤーとして活動する弁護士との

連携を進め、「いじめ防止授業」やいじめに関する教員研修等を実施します。 

 

１ 教育相談・教育支援 

主な取組 
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  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。 

 

２−１ 就学援助の実施 

経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、学

用品費、入学準備金、給食費、宿泊学習費などの必要な援助を引き続き行っ

ていきます。また、援助の認定には、前年の収入を基準としつつも、経済情

勢等により急激に収入が減少した方の支援についても充実させていきます。 

 

２−２ 奨学金制度の実施 

急激な経済情勢の変化等により勉学意欲に影響を与えないよう、一定の所

得以下の人物・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の給付や貸付、入学時初年度納付資金貸付を引き続き行

います。また、留学を通じて海外の文化を学び、社会に有為なグローバル人

材を育成するための海外留学奨学資金の貸付も行っていきます。 

 
 

 

  児童・生徒が自らの健康状態を把握し、生涯を通じて心身ともに健康な生活

を送るための資質や能力を育成していきます。 

 

３−１ 定期健康診断の実施 

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。 

 

  

２ 学びを確保するための経済的支援 

主な取組 

３ 子供の健康の管理 

主な取組 
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３−２ 保健指導の実施 

健康診断の結果を基に、児童・生徒への保健指導を実施していくとともに、

学校の保健委員会の活動等においてポスターや掲示物の作成を行い、健康増

進の啓発を図っていきます。また、学校医等や地域の協力機関等と連携して、

健康に関する講話を実施するなど健康への意識醸成を図っていきます。 

また、感染症などから身を守る自己防衛能力を身に付けることができるよ

うに指導したり、感染症予防対策を講じたりするなどの対策を行っていきま

す。 

 

4 成果指標 

指標 
現状値 

令和２年度 
目標値 

令和７年度 

●不登校児童・生徒の出現率 

全児童・生徒に対する不登校児童・生徒の割合 

小 1.23％ 
中 3.71％ 

小 0.50％ 
中 3.00％ 

●不登校児童・生徒の相談率 

不登校児童・生徒のうち、学校内外の機関に 

よる相談・指導等を受けた者の割合 

70.3％ 100％ 

 

5 地域・家庭・関係機関等との連携 

 課題を抱える子供や保護者に対して、より適切な対応を行うため、学校、市の

福祉部門や相談機関などが情報を共有し、連携しながら支援方針を検討してい

きます。 

 子供の健康に関する情報を保護者と学校で正しく共有し、学校生活を安全・安

心なものにしていきます。 
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施策３ 子供の学びを支える教育環境の充実 

1 目指す姿 

 

 

【取組の体系】 

 

  

１ 学校施設の老朽化への対応

２ 学校施設の整備

３ 教育財産の管理と活用

施策の方向性

４ 学校給食の運営

１−１ 校舎等の改築
１−２ 誰もが利用しやすい学校施設の整備
１−３ 地域コミュニティの拠点となる学校施設の整備
１−４ 将来人口動態に対応した学校施設の整備

２−１ 経年劣化に伴う大規模改修
２−２ 全市的な施策として短期間で実施すべき

大規模改修

３−１ 教材等の整備
３−２ 学校施設の維持管理
３−３ 子供の安全と安心を支える様々な予防策
３−４ 教育関連施設の管理と活用

主な取組

４−１ 安全・安心でおいしい給食の提供
４−２ 学校給食センターの管理運営

 学校施設の老朽化対策として、校舎等の改築や大規模改修が計画的に

進められて安心・安全な学習環境が整っています。 

 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・対話的に学ぶことができ、教職員に

とって働きやすい環境が整っています。 

 安全・安心でおいしい給食の提供を継続できるよう、学校給食センタ

ーの管理運営を行うほか、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。 



施策３ 子供の学びを支える教育環境の充実 

40 
 

2 現状と課題 

１ 学校施設の老朽化への対応 

   校舎等の学校施設については、児童・生徒が安全・安心な学校生活を過ご

すことができるよう、校舎・体育館などの耐震化を実施してきましたが、建

築後 40 年以上経過した建物が７割以上と多く、老朽化対策として施設の更

新を図ることが必要となっていることから、「府中市学校施設改築・⾧寿命

化改修計画」を策定しました。計画に基づき、学校施設の改築事業を実施す

ることに加え、児童・生徒数の減少が見込まれる学校もあることから、改築

校の選定にあたっては、学校施設における適正規模・適正配置の基準となる

考え方を整理する必要があります。 

 

２ 学校施設の整備 

   老朽化対策による改築事業の完了時期は、令和 32（2050）年度と計画し

ていることから、第２グループとして位置付けている改築事業の実施時期

が遅い学校については、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ほか、社会

的な問題や学校現場が抱える問題に対応していく必要があります。 

 

３ 教育財産の管理と活用 

   新型コロナウイルス感染症の拡大によって、教育環境面においては、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

く変わりました。学校の ICT 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、学校や教育センターなど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、機能面や安全上の問題が

生じる前に計画的に買替えを行う必要があります。 

   様々な教育活動を行う場として、教育センターや八ヶ岳府中山荘の維持

管理を行っていますが、府中市公共施設マネジメント推進プランにおいて、

教育センターは移転、また、八ヶ岳府中山荘については廃止との考え方が示

されていることから、この考え方に沿った施設管理を行う必要があります。 
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   このほか、児童・生徒を自然災害や事故等から守るため、日常的に施設の

維持管理を行うほか、定期的に通学路の点検等を行っていく必要がありま

す。 

 

４ 学校給食の運営 

   学校給食センターでは、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するなど、全ての児童・生徒が、安全で楽しい給

食時間を過ごせるよう学校給食を提供しています。 
 

写真 府中市立学校給食センターの外観 
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3 施策の方向性と主な取組 

 

  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

朽化対策を着実に実施していくとともに、令和６（2024）年度に計画の改定

を行うことで、早期改築着手校の整備状況を反映させるなど、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。 

 

１−１ 校舎等の改築 

学校施設改築・⾧寿命化改修計画に基づき、学校施設の改築を着実かつ

計画的に実施します。 

新たな学校施設では、子供たちが温かみのある落ち着いた空間で安全・安

心に生活を送ることができる環境づくりを進めるとともに、子供たちが主体

的・対話的で深い学びができるよう、多様な学習活動に柔軟に対応できる施

設づくりを進めていきます。また、教職員がそれぞれの力を発揮し、互いに

連携できるよう、教職員にとっても働きやすい施設づくりを進めるなど、新

しい時代の学びを実現する学校施設の整備を進めていきます。 

 

１−２ 誰もが利用しやすい学校施設の整備 

学校を改築する際には、ユニバーサルデザインの採用やバリアフリー化を

行い、学校施設を利用する全ての人にとって優しい学校施設の整備を進めて

いきます。 

 

１−３ 地域コミュニティの拠点となる学校施設の整備 

学校施設が地域の方々にとって生涯学習・文化・スポーツなどの活動の場

や災害時における避難所として重要な位置づけとなっていることから、改築

の際に、地域利用を見据えた学校施設の整備を進めていきます。 

  

１ 学校施設の老朽化への対応 

主な取組 
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１−４ 将来人口動態に対応した学校施設の整備 

改築の際に、将来人口動態などに応じ、将来的には空いた教室を他の用途

に転用することや他の公共施設との複合した施設の建設などについて、関係

課と連携しながら継続的な検討を行います。 

 

 

  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グループの学校は、「経年劣化に伴う大規模改修」と「全市的な施策として

短期間で実施すべき大規模改修」を明確にしながら、計画的に実施していきま

す。 

  また、改築事業が完了した学校施設については、⾧期間にわたって安全・安

心に使用できるよう建物の維持管理の手法を従来の事後保全から計画的保全

へと転換し、計画的に大規模改修を実施していきます。 

 

２−１ 経年劣化に伴う大規模改修 

大規模改修整備方針に基づき、屋上・屋根・外壁改修、空調設備の更新、

体育館床・プール改修など、「経年劣化に伴う大規模改修」を計画的に実施

します。 

 

２−２ 全市的な施策として短期間で実施すべき大規模改修 

大規模改修整備方針に基づき、「全市的な施策として短期間で実施すべき

大規模改修」として、校舎等のトイレについて便器の洋式化や床の乾式化等

の改修を行うほか、感染症対策に伴う改修を計画的に実施します。 

 
 

 
 

  教育環境の充実に資するよう、教材等の計画的な買替えを進め、更新を図っ

ていきます。また、子供の力を最大限に引き出す学びを実現するための学習環

境を整備していきます。 

２ 学校施設の整備 

主な取組 

３ 教育財産の管理と活用 
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３−１ 教材等の整備 

教員が授業で使用するために必要な教材の購入や、老朽化した備品の買替

え、子供の学びを最大限に引き出す学びを実現するための ICT 環境整備、学

校図書館の充実など、小・中学校の教材等を常に良好な状態で管理し、効率

的に運用していきます。 

 

３−２ 学校施設の維持管理 

電気や給排水、消防設備については、各学校で不具合の発生状況や劣化状

況が異なることから、法定点検や日常的な維持管理を行う中で、劣化状況を

把握し、不具合の発生が見込まれる場合には、修繕や更新するなど、適切に

維持管理を行っていきます。また、備品についても、破損した場合には費用

対効果を踏まえ、修繕対応を行うなどの対応を行っていきます。 

 

３−３ 子供の安全と安心を支える様々な予防策 

登下校中や通学した子供たちが事件・事故等に遭わず、安全・安心に学校

生活を送ることができるよう、引き続き、学校施設の機械警備や通学路の防

犯カメラの管理を適切に行うほか、通学路の点検等を実施していきます。ま

た、災害時に児童・生徒、教職員の安全を守るため、備蓄品の整備を行いま

す。 

 

３−４ 教育関連施設の管理と活用 

教育センターについては、不登校への対応強化を始めとする機能の向上や

効率的な施設管理を目指し、移転に向けた検討を進めます。 

八ヶ岳府中山荘については、民間宿泊施設等を活用したセカンドスクール

（宿泊体験学習）の取組と連携しながら、処分に向けた手続きを進めていき

ます。 

  

主な取組 
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  学校給食センターでは、安全・安心でおいしい給食を提供するとともに、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。 

 
４−１ 安全・安心でおいしい給食の提供 

学校給食衛生管理基準に適合した調理や、学校給食における食物アレルギ

ー対応指針を遵守したアレルギー食の提供を行うことで、安全・安心でおい

しい給食の提供を継続します。また、感染症の予防に配慮した「新しい生活

様式」による給食の在り方や衛生面を考慮した環境整備に取り組みます。 
 

４−２ 学校給食センターの管理運営 

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基づいて作

成した学校給食センター衛生管理マニュアルに沿って施設管理を行うとと

もに、使用エネルギーの削減に取り組むなど、省エネルギーに配慮した施設

管理を行います。 

 

4 成果指標 

指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和７年度 

●校舎のトイレの洋式化が 100％となった 

学校の割合 

便器の洋式化や床の乾式化等改修が実施済み 

の学校の割合 

０％ 100％ 

●タブレットを使用した授業の実施率 

タブレットを使用した授業の学年別、教科等別

の実施率 

０％ 100％ 

 

４ 学校給食の運営 

主な取組 
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5 地域・家庭・関係機関等との連携 

 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の場となるほか、災害時の避難所としても重要な

役割を担っているため、改築事業の設計時に、スクール・コミュニティ協議会を

中心とした「新しい学校づくり検討会」を実施します。 

 通学路の点検を定期的に行い、子供たちの安全確保を図っておりますが、引き

続き学校・PTA・関係機関等と一緒に点検を行い、地域の見守りの輪を広げてい

きます。 

 学校給食では、食材の品質、味、形状等を確認し、良質な食材を確保するため、

保護者も参加する給食用食材選定会を開催します。また、市内の大学で生産され

た野菜を購入するなど、大学との協働を実施します。 

 
写真 東京農工大学で生産された野菜とそれを具材にした給食（カレーライス） 

  
 



 

47 
 

第5章   

計画の推進と進行管理 
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第1節 連携・協力体制 
 教育に関する施策を推進していくにあたり、教育委員会と学校、保護者、地域

社会や関係機関が情報共有に努め、連携・協力していくことが不可欠です。今後

も、関係機関との連絡調整や協議を必要に応じて設けるなど、関係機関との連携

体制を整備していきます。 

 さらに、教育委員会として教育施策を推進していくためには、市⾧部局との連

携や協力が求められることから、これまで以上に情報共有と連携・協力を行い、

取組を着実に推進していきます。 

 

第2節 計画の進行管理（点検・評価の実施） 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく点検及び評価を、毎年度

実施し、計画の進行管理を行っています。また、有識者のご意見を直接伺う機会

を設定し、点検・評価の結果を公表するなど、教育行政の透明性を確保していま

す。 

 計画を着実に推進していくためには、計画の実施状況を適宜把握し、評価・検

討していく必要があります。そのため、今回各施策において設定した成果指標を

活用しつつ、これまで同様の自己評価も行い、計画が着実に実施されているかを

評価していきます。 

 また、府中市総合計画の施策評価や事務事業評価も活用し、進行管理を行って

いきます。 

 

 

Plan

Do

Check

Action

毎年度、計画をたてる。
数値目標の設定が可能な取組は、
数値による評価を行う。
数値目標の設定が難しい取組は、
実施目標の設定を行う。

目標が達成できたかどうか評価を行う。
また、教育委員会事務の点検・評価での
有識者からの意見聴取を行う。

自己評価や意見聴取の結果等を
踏まえ、今後の取組に
反映させていく。
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第6章   

参考資料 
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1 府中市学校教育プラン検討協議会 

 府中市学校教育プラン検討協議会規則 

令和２年３月 31 日 

教育委員会規則第１号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例(平成 27 年３月府中市条例

第１号)第９条の規定に基づき、府中市学校教育プラン検討協議会(以下「協議会」と

いう。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(協議会の委員) 

第２条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、府中市教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 ３人以内 

(2) 府中市立小学校の校⾧ １人 

(3) 府中市立中学校の校⾧ １人 

(4) 府中市立小学校又は府中市立中学校の副校⾧ １人 

(5) 府中市立小中学校 PTA 連合会の推薦する者 １人 

(6) 公募による市民 ３人以内 

(7) 府中市の職員 ２人以内 

(会⾧及び副会⾧) 

第３条 協議会に会⾧及び副会⾧を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会⾧は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故があるとき、又は会⾧が欠けたときは、その

職務を代理する。 

(協議会の会議) 

第４条 協議会の会議は、会⾧が招集し、会⾧が議⾧となる。 

２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⾧の決するとこ

ろによる。 

(委員以外の者の出席) 

第５条 会⾧は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させ

て意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

(雑則) 

第６条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会⾧が協議会

に諮って定める。 

付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。  
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府中市学校教育プラン検討協議会委員名簿 

（選出区分別五十音順・敬称略） 

No. 選 出 区 分 氏   名 所属・役職 備考 

1 

学識経験者 

高橋 純 東京学芸大学准教授  

2 田中 洋一 東京女子体育大学教授 会⾧ 

3 山口 真佐子 桜美林大学特任教授 副会⾧ 

4 
府中市立小学校の 

校⾧ 
関 修一 府中第一小学校⾧ 

 

5 
府中市立中学校の 

校⾧ 

神谷 出 府中第一中学校⾧ 
令和３年 

5 月まで 

6 吉田 修 府中第九中学校⾧ 
令和３年 

６月から 

7 

府中市立小学校 

又は府中市立 

中学校の副校⾧ 

小林 陽子 府中第五小学校副校⾧ 

 

8 

府中市立小中学校 

ＰＴＡ連合会の 

推薦する者 

倉林 徹 
前 府中第四小学校 

ＰＴＡ会⾧ 

 

9 

公募市民 

上村 貴子   

10 菊山 直幸   

11 中村 圭佑   

12 

市職員 

赤岩 直 
府中市教育委員会 

教育部⾧ 

 

13 関根 滋 
府中市 

文化スポーツ部⾧ 

 

所属・役職は令和３年９月１日現在。 
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府中市学校教育プラン検討協議会開催経過 

回 数 開 催 日 内  容 

第１回 令和２（2020）年 

10 月 26 日 

・教育⾧あいさつ 

・委員紹介 

・正副会⾧の選出 

・諮問 

・会議の公開等について 

・検討体制について 

・会議の日程について 

第２回 令和２（2020）年 

12 月 21 日 

・現行プランの進捗状況について 

・現行プランの課題について 

・見直しの方向性について 

・計画年数について 

第３回 令和３（2021）年 

３月 22 日 

・府中市学校教育プランの基本理念と 

子供像の検討 

・施策の分類と成果指標について 

第４回 令和３（2021）年 

５月 17 日 

・第３回協議会でのご意見等について 

・素案について 

第５回 令和３（2021）年 

７月 12 日 

・第４回協議会でのご意見等について 

・素案について 

第６回 令和３（2021）年 

８月 20 日 

・素案について 

第７回 令和３（2021）年 

９月 15 日 

・素案の最終確認について 

第８回 令和３（2021）年 

９月 27 日 

・答申 
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2 府中市教育委員会の教育目標 

 本市教育委員会では、中⾧期的な目標として、平成 28（2016）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

習指導要領を参酌し、本市独自の内容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、学校教育分野と社会教育分

野から構成されています。 
 

  

 府中市教育委員会の教育目標 
府中市教育委員会は、人間尊重の精神を基調とし、学校と家庭・地域の緊密な連携

のもと、子どもたちの生きる力や心の豊かさを育む社会と、市民が生涯を通じて自

ら学ぶことのできる生涯学習社会の実現を目指し、次の「教育目標」に基づき、積

極的に教育行政を推進する。 

 

子どもたちが、心身ともに健康で知性や感性を磨き、道徳心と体力を育み、人間性

豊かに成⾧することを願い、 

 他者も自分も大切にする、思いやりと規範意識のある人 

 社会の一員としての自覚を持ち、社会に貢献しようとする人 

 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人 

の育成に向けた取組を推進する。 

 

また、市民が生涯にわたり学びの機会を得て、生き生きと暮らすことを願い、 

 学習活動や文化・芸術・スポーツ活動が生きがいとなる取組 

 ふるさと府中の歴史や文化を理解し、継承発展させる取組 

 学びの成果を社会に還元し、地域教育力を高めていく取組 

を推進する。 
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3 府中市学校教育プラン 21 

 平成 15（2003）年度から平成 25（2013）年度までを計画期間とした府中市学校教育

プラン 21 の、基本理念・育てたい子ども像・施策の体系図は、以下のとおりです。 

 

 
 

 

幼児教育の推進

体験活動の推進

心の教育の推進

子どもの健康づくりの推進

食教育の充実

基礎・基本の徹底

個に応じた教育の充実

学校の自主性・自律性の確立

特色ある教育活動の推進

開かれた学校づくり

学校選択制

一人一人の子どもの適性を生かす学校づくり

心身障害教育の充実

市民開放型の部活動への転換

文化発信型の学校開放事業

教育の資質の向上

府中独自の教材の開発

教職員による地域との連携

伝統文化の尊重と教材としての活用

学びの場の整備

学校への支援と連携

地域の人材の活用

開かれた教育行政の推進

学校施設の整備

教育環境の充実

相談機能の充実

PTAは学校のパートナー

国際理解教育の推進

心の通う温かな家庭づくりの推進

１たくましい府中っ子に
なろう

２自ら学ぶ子どもに
なろう

３オンリーワンの学校を
つくろう

４子どもに合った学校を
選ぼう

５学校から文化を
発信しよう

６府中を愛する、
府中の教員を育てよう

７ゆとりある教育環境を
整備しよう

10の提言

８教育委員会は
学校のパートナー

９ふるさと府中で活きる
子どもを育てよう

10子どもを愛する親に
なろう

基本理念 

誇りをもてるふるさと府中を創り、世界に活躍する府中っ子を育てる 

目指す子供像 

心豊かでたくましい子ども 
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4 第２次府中市学校教育プラン 

 平成 26（2014）年度に策定した、第２次府中市学校教育プランは、令和３（2021）

年度までの８年間の計画となっています。 

 本プランでは、取組の体系を７つの柱と 17 の施策に分類し、さらに、プランの各施

策を具体的に展開していくため、教育委員会として行うべき具体的な取組を前期４年・

後期４年で設定しています。基本理念・目指す子供像、後期の具体的な取組は、次のと

おりです。 
 

 
 

■ 後期４年間における取組 
柱 施 策 取 組 名 

確
か
な
学
力
を
育
て
る
（
知
） 

基礎的な知識の定

着と学習意欲の向

上を図る 

・指導方法の工夫改善 

・小・中一貫教育の推進 

・教員の指導力の向上 

・学校の学力向上に対する取組の支援 

課題を解決する力

の向上を図る 

・言語活動の充実 

・研究協力校の成果の周知 

・授業改善の取組事例の共有化 

特別支援教育を充

実する 

・特別支援教育の充実と体制整備 

・児童・生徒の教育的ニーズに対応する教育の推進 

豊
か
な
心
を
育
む
（
徳
） 

人権意識を 

高める 

・人権教育の推進 

・人権教育推進委員会の設置及び人権教育に関わる授業研究や 

資料作成の推進 

豊かな心を培う ・道徳教育の充実 

・文化施設等を活用した情操教育の推進 

・子どもへの読書推進 

・美術教育普及事業の実施 

・美術教育授業 

社会の変化への対

応力を高める 

・林間学校 

・セカンドスクール 

・児童・生徒の社会に適応する能力の育成 

・中学生の職場体験活動を通した勤労観・職業観の育成 

・ＥＳＤの理念を踏まえた環境教育の充実 

基本理念 

ふるさと府中に誇りをもち、世界に活躍する府中っ子を育てる 

目指す子供像 

心豊かでたくましい子供 
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柱 施 策 取 組 名 

健
や
か
な
体
を
つ
く
る
（
体
） 

体力の向上を 

図る 

・体力テストの結果分析に基づく体力・運動能力の向上 

・クラブ活動・部活動における外部指導員の活用 

・家庭・地域と連携した総合的な体力向上 

・ジュニアスポーツ団体への学校開放 

・ジュニアスポーツ活動事業補助金 

健康づくりを 

進める 

・給食における食教育の推進 

・食に関する人材の活用 

・学習指導要領に基づく性教育や薬物乱用防止教育の推進 

・専門家を活用した薬物乱用防止教室の実施 

・栄養教諭や栄養士の授業への参画による食育の充実 

・食物アレルギーの理解を含めた食育の推進 

教
育
環
境
を
充
実
す
る 

教員の能力を 

高める 

・教員の能力を高める 

・若手教員育成研修及び中堅教員等資質向上研修の充実 

教育環境を 

整備する 

・窓ガラスの飛散防止対策 

・校舎等老朽化対策 

・福祉・医療等関係機関やスクールカウンセラー等相談機能との連携

体制の構築による問題行動の未然防止、早期発見及び早期対応に 

向けた環境整備 

・学校物品の整備 

学校の組織力を 

高める 

・第三者評価等を活用した学校経営の改善 

・学校運営の支援による教育の質の向上 

・特別支援巡回チームによる教員への指導方法の助言と研修会の実施 

・スクールソーシャルワーカーによる福祉的視点からの学校支援 

・府中市立小中学校教育研究会への支援 

安全教育を 

充実する 

・保護者・地域住民が参加するセーフティ教室の実施 

・情報モラル教育の実施 

・学校の地域の防災拠点としての機能の向上及び関係諸機関・ 

地域住民との防災における連携 

家
庭
と
の
連
携
を

深
め
る 

家庭教育の 

充実を図る 

・保護者と連携した、各校の特色を生かした家庭教育の推進 

・家庭教育学級の実施 

保護者への 

支援を充実する 

・幼児のための特別支援教育の推進 

・市立幼稚園の開放 

・子育て相談の充実 

地
域
の
教
育
力
を 

活
用
す
る 

地域人材の 

活用を図る 

・地域の人材等を生かした特色ある教育活動の充実 

・地域人材の学校支援ボランティアとしての活用 

地域との連携を 

推進する 

・地場食材の使用の促進 

・交流・ふれあい給食 

・府中版コミュニティ・スクールの推進 

・学校・家庭・地域社会が相互に連携した防災体制整備への支援 
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柱 施 策 取 組 名 

府
中
を
愛
す
る

心
を
醸
成
す
る 

地域学習の 

活性化を図る 

・地域の自然や教育資源を生かした地域学習の推進 

・地域の伝統文化を生かした教育の推進 

・地域の施設を活用した児童・生徒の体験的な学習の推進 

・郷土学習の充実 
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5 教育委員会事務の点検・評価 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定により、教育委員会

は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなけ

ればならないとされています。また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に

関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされています。 

令和元年度については、学校教育分野と社会教育分野から合わせて 42 の取組

を取り上げ、評価を行いました。また、42 の取組のうち 13 の取組を、重点的・

積極的取組として設定し、有識者の方から意見をいただきました。 

令和元年度に取り上げた取組は以下のとおりです。 

 

■ 令和元年度における取組の点検及び評価の対象取組一覧 
  ※印のあるもの…重点的・積極的取組 
 

№ 取 組 名 

1  教育委員会活動の活性化 

2  教育関連資金の支援 

3  教育関連物品の整備 

4 ※ 学校施設の保全及び保全計画の立案  

5 ※ 校舎等老朽化対策の推進  

6 
 セカンドスクール及び林間学校の実施（セカンドスクールの事業内容について新たな視点によ

る調査・研究と中学校における宿泊体験の実施に向けた事業内容の検討） 

7  幼・小連携による就学前教育の充実 

8  学校給食センターでの食育の推進 

9 ※ 新学習指導要領への移行支援  

10 ※ ICT を活用した教育環境の充実  

11 ※ 
いじめの未然防止、早期発見・早期対応・不登校の未然防止（基礎学力の定着等）、 

復学への対応 

12 ※ 学力向上（指導方法の工夫・改善、教員の指導力向上、研究協力校への指導・助言） 

13 ※ 特別支援教育の充実  

14 ※ 小・中一貫教育  

15 ※ コミュニティ・スクールの推進  

16  児童・生徒の健全育成（教育相談機能の充実） 

17  体力向上を図る取組の推進 
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№ 取 組 名 

18  オリンピック・パラリンピック教育の推進 

19  教職員の労働環境の改善（働き方改革への対応） 

20  美術鑑賞教室等の実施 

21  青少年音楽祭への参加 

22 ※ 平和啓発事業  

23  講座・セミナー充実、生涯学習フェスティバルの開催 

24  市内大学等連携 

25  生涯学習サポーター、ファシリテーターの育成 

26  生涯学習ボランティアの活動支援 

27  家庭教育学級の実施 

28 ※ オリンピック・パラリンピック等に向けた文化事業の実施  

29  スポーツ・レクリエーション事業の実施・支援 

30 ※ オリンピック・パラリンピック等の気運醸成  

31  生涯学習センターの活用とスポーツ施設の整備 

32  登録社会教育関係団体の活動支援 

33  学校開放の推進と地域コーディネーターの支援 

34  郷土の森博物館の活用 

35  文化財の保存及び活用 

36  市史編さん事業の推進 

37  子ども読書活動 

38 ※ 市立図書館の次期運営手法の検討  

39  美術館の活用 

40  美術館での展覧会の実施 

41  美術教育普及事業の充実 

42  美術館市民ギャラリー等の活用 

 

 有識者の方からは、様々な取組が計画等に基づき、着実に進められているとい

うご意見をいただいています。 

 令和元年度については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時

休校などを行った影響により、子供たちの様々な体験機会が少なくなっている

ことを懸念されるご意見や、急速に整備が進んだ ICT の活用を推進してほしい

というご意見、市と学校が連携しながら一人一人の健康や学習状態を把握して

対応や支援をしていく必要があるというご意見をいただきました。 

 



 

 
 

第３次府中市学校教育プラン（素案） 

 

令和３年 月  日答申 

府中市学校教育プラン検討協議会 

 


