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2 月策定

策定の経緯
八王子市教育委員会は、市の基本計画と教育目標に沿って、平成２２年２月に「八王子
市教育振興基本計画 ゆめおり教育プラン」を策定し、子どもを取り巻く教育環境の状況
や課題について学校、家庭、地域という視点から分析し、平成２６年度までの５年間にさ
まざまな施策に取り組んできました。
国は、平成２５年６月に「第２期教育振興基本計画」を閣議決定し、平成２５年度から
５年間に取り組むべき計画を策定し、東京都はこれまでの教育改革の成果と課題、国の動
向やこれからの１０年間に予想される社会の変化等を踏まえ、平成２５年４月に「東京都
教育ビジョン（第３次）」を策定しています。
八王子市は、平成２５年３月に基本構想・基本計画「八王子ビジョン２０２２」を策定
しました。めざす都市像の１つに「活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち」
を掲げ、子ども・子育て支援施策と教育施策を一体としてとらえ、相互に連携強化を図る
ことで、次世代を担う人材を育てる施策を進めることとしています。
このような流れの中、これまでに実施してきた施策の成果と課題を整理するとともに、
子どもを取り巻く社会の現在の状況を把握して、第２次八王子市教育振興基本計画「ビジ
ョン はちおうじの教育」を策定しました。

教

育

目

標

あふれる元気・かがやく心・仲間とともに・はばたけ未来へ

基

本

方

1

人権尊重の精神の育成

2

豊かな個性の伸長

3

市民の教育参加の推進

4

生涯学習・スポーツ振興

針

社会貢献の精神の育成

創造力の伸長
学校経営の改革の推進
文化の保存・継承

計画の期間
平成 27 年度から今後 10 年間を通じてめざす教育の姿を描きつつ、平成 31 年度までの
5 年間に取り組む施策を示しています。

基

本

理

念

子どもたちが夢をもって未来に向かってはばたいていけるように、
「多様で変化の激しい社会を『生き抜く力』」を生涯にわたって育んでいく。
基本理念を実現するための、４つの教育の姿
基本理念を実現するための、４つの教育の姿

はちおうじっ子の

学校の教育力向上

「生きる力」の育成
今後 10 年間を
通じてめざす

教育 の 姿
家庭、地域の

学びが豊かな心を

教育力向上支援

育む生涯学習の推進

今後 10 年間を通じてめざす教育 の 姿

１

はちおうじっ子の「生きる力」の育成

１ 確かな学力の育成

４ 一人一人のニーズに応じた教育の推進

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、
思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、学習
意欲向上の取組を進め学力向上を図ることにより、
生涯学習の基礎を養います。
施策１ 基礎・基本の定着と学ぶ意欲の向上【重点】

児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切
な教育を通じて必要な支援を行います。
施策 9

特別支援教育の充実

【重点】

施策 10 登校支援の充実
施策 11 総合教育相談の充実

２ 豊かな心の育成

施策 12 帰国・外国人児童生徒への日本語指導の充実

道徳教育を充実させ、社会とのかかわりの中で生き、
社会を創っていくために、自らに自信をもち、さま
ざまなことに挑戦するとともに、自らを律しつつ、
他者と協調する豊かな心を育みます。
施策２ 自分を大切にし、他者を思いやる心の育成【重点】
施策３ 現代的・社会的な課題に対応した学習の推進
施策４ 読書活動の推進

施策 13 教育の機会均等の確保

５ 円滑で継続性・連続性のある教育の推進
小１プロブレムや中１ギャップといった課題への対
応を含め、就学前から義務教育９年間を見通した継
続性・連続性のある教育活動を通して、児童・生徒
が将来を見通して自立的に生きるための基盤となる
能力を育みます。

施策５ 体験活動の充実
施策 14 保・幼・小の連携の推進

施策６ 部活動の充実

施策 15 小中一貫教育の充実【重点】

３ 健康なからだ・体力の育成

施策 16 社会的・職業的自立に向けた教育の推進

「生きる力」を支える健康なからだ・基礎体力を育
む教育を進めます。
施策７ 食育の推進
施策８ 体力向上に向けた取組の推進
施策６ 部活動の充実

（再掲）

【重点】

２

学校の教育力向上

６

教員の資質・能力の向上

８

「八王子市教員育成研修基本方針」に基づき、大学
や企業、自然など本市の特色を活かした研修を充実
していきます。
施策 17 教員研修の充実【重点】

地域の力を活かした学校づくり
地域住民の参画による学校運営を推進し、地域の幅
広いネットワークを活かした教育活動を進めていき
ます。

施策 20 地域運営学校の拡充【重点】
施策 21 多様な人材を活かした教育活動の推進

７

施策 22 学校だけでは解決が困難な問題に対する支援

学校の自主性・自律性の確立
校長のリーダーシップのもと、学校が直面するさま
ざまな課題に組織的に取り組むとともに、説明責任
を果たして信頼を高め、自律的な学校経営を進めま
す。

施策 23 教育関係機関等との連携
施策 24 子どもの安全・安心の確保

９

学びを支える環境づくり
児童・生徒が良好な学習環境で学べるよう、教育環
境の充実を図ります。

施策 18 学校の経営力向上【重点】
施策 19 学校の組織力向上

施策 25 学校の再編と施設の充実【重点】
施策 26 学校ＩＣＴ環境の充実【重点】
施策 27 教材教具の整備

３

家庭、地域の教育力向上

１０ 家庭の教育力を支援するしくみづくり

１１ 地域の力を高める学校づくり

全ての保護者が、身近な地域において安心して家庭
教育を行えるよう、家庭教育に関する情報や学習機
会の効果的な提供、相談体制の整備、家庭教育を支
援する人材の育成を進めていきます。
施策 28 家庭教育支援活動の推進【重点】

学校を核として子どもたちを育てるしくみづくりや
地域の特性などを活かした学校づくりを進めて、地
域の絆と力を高めます。
施策 29 学校を拠点とした地域の交流機会の充実
施策 30 放課後の子どもの居場所づくり【重点】

４

学びが豊かな心を育む生涯学習の推進

１２ 市民がつながる生涯学習の推進
誰もが、いつでも、どこでも学べる環境を整え、学
習成果を学校・家庭・地域で活かして、市民がつな
がる生涯学習を進めます。
施策 31 子どもの頃から始める学びの基礎づくり【重点】
施策 32 誰もがいつでもどこでも学べるしくみづくり

１４ 誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション
子どもから高齢者まで、障害の有無に関わらず、そ
れぞれの志向やレベルに応じ、自分に合ったスポー
ツのもたらす多様な効果を享受し、生涯を通じ健康
で活き活きと暮らしていく「生涯スポーツ社会」の
実現をめざすとともに、スポーツを通じた地域ブラ
ンドの形成及び地域活性化をめざします。
施策 36 ライフステージ等に応じたスポーツの推進

施策 33 学習成果を活かし市民がつながる生涯学習の推進 施策 37 スポーツをする場の整備・確保
施策 34 生涯学習環境の充実

施策 38 スポーツ情報の充実
施策 39 スポーツを活用した地域づくりと八王子の魅力

１３ 「いつでも、どこ でも、だ れでも」読書に 親

しめる環境づくり
市民の生涯にわたる読書活動に関する施策を総合的
に推進し、
「いつでも、どこでも、だれでも」読書に
親しめる環境づくりの充実をめざします。また、子
ども一人一人が自主的に読書に親しめるよう、読書
環境の整備を図ります。

施策 35 読書のまち八王子の推進【重点】

発信【重点】
施策 40 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けて

１５ 郷土八王子の理解を深める文化の保存・継承
文化財の魅力の発信や歴史・伝統芸能についての体
験学習等を通じて、郷土八王子の歴史や文化に興味
をもち、より理解を深めることをめざします。
施策 41 文化財や伝統芸能の保存・継承と活用【重点】
施策 42 文化財関連施設の拡充

学びの連続性と循環・役割とつながり
◆「ビジョン はちおうじの教育」は、主に小・中学校の年代を対象としていますが、その前後
の年代である就学前教育の段階、義務教育修了後、更には学校教育修了以降の段階と密接不
可分な関係にあります。また、環境や福祉、食育など現代的・社会的な課題に対して、地球
的な視野で考え、身近なところから取り組み、持続可能な社会の担い手を育む教育（ESD）
を実践することで、学校での学習の成果を実生活や実社会の場で活かすことができます。
◆教育の担い手は、学校とともに保護者、地域住民、企業など、社会の構成員すべてが当事者
です。個人の発達段階に応じた若年期から高齢期までの学びの縦のつながりに加え、地域社
会がそれぞれの役割と責任を自覚し、連携・協働する横のつながりを強化していくことで社
会全体の教育力を向上させることができます。

計画の推進
◆八王子市教育委員会や学校が推進していく施策や教育活動についての情報を発信し、保護
者・家庭・地域の理解・協力を得て、それぞれの役割を果たしながら一人一人の子どもを育
成していくための協働体制を整えていきます。
◆市長部局が担う子ども・子育て支援、福祉、防災、文化等に関する施策と深く関連している
ことから、関連部署と積極的にかかわり合って連携を図っていきます。
◆「はちおうじっ子」を育んでいくために、市教育委員会・学校・関連部署と保護者・家庭・
地域が一体となって、めざす教育の目的や意義を共有し計画を推進していきます。

進行管理
◆４２の施策ごとに課題や取組の方向性を明らかにし、取組状況の点検・評価を継続的に行い、
その結果に関する報告書を公表し、施策の見直し・改善に反映させていきます。
◆１６の重点施策の取組状況については、毎年度当初に、可能な限り客観的なデータなどを用
いて具体的な目標を設定し、着実に事業を推進していきます。
◆年度末には目標に対する達成度の確認を行い、第三者評価として学識経験者による意見をい
ただき、これらを参考に着実な計画の進行管理を行うとともに、予算編成への反映に努めて
いきます。

八王子市教育委員会
〒192-8501

学校教育部学校教育政策課

八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号

電話 042-620-7403

ＦＡＸ 042-627-8811

「ビジョン はちおうじの教育」は市のホームページでご覧になれます。
URL http://www.city.hachioji.tokyo.jp/

