
№ 頁番号 区分 修正前 修正後

1 １Ｐ 序章-1 計画策定の趣旨 1行目 ―
「国･地方公共団体は、その地域の実情に応じた教育振興のための
計画を定めるよう・・・」
分かりやすいように赤字を追記してはいかがか。

赤字の部分は「地方公共団体」を対象としており、文面の主語である
「国」には対応していないため、記載見送り。

2 １Ｐ 序章-1 計画策定の趣旨 7行目 修正 地域・家庭の状況の変化等の変化が生じている中、・・・ 地域・家庭の状況の変化 が生じている中、・・・

3 １Ｐ 序章-3 計画期間 1行目 修正 平成30年度から平成35年度までの6年間とします。 2018年度から2023年度までの6年間とします。

4 ２Ｐ
第1章-1 人口減少社会の
到来・少子化の進行

図 削除
図：「八戸市の総人口及び年齢３区分別人口の推移と推計」 内
　 2020年　 　2025年 　　2030年 　　2035年　　2040年
(平成32年)(平成37年)(平成42年)(平成47年)(平成52年)

 2020年　 　2025年 　　2030年 　　2035年　　2040年
1

5 ３Ｐ
第1章-1 人口減少社会の
到来・少子化の進行

図 削除
図：「八戸市の小・中学校の児童生徒の推移と推計」 内
　 2023年
(平成35年)

　2023年
1

6 ５Ｐ 第1章-3 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の進展 図 追加
図：「児童生徒のインターネット利用端末の種類」 内

1
携帯音楽プレーヤーの割合　Ｈ28 23.7%　　Ｈ29 19.8%

7 ８Ｐ 第2章 施策の体系 上段 追加 第2章　施策の体系 第2章　基本理念と施策の体系

8 ８Ｐ
第2章-2 基本理念の目指
す教育の姿

目指す
教育の姿

追加
自ら学び、心身ともに豊かに生きる教育
郷土を愛し、郷土のともに生きる教育

自ら学び、心身ともに豊かに生きる教育
郷土を愛し、郷土のともに生きる教育

※「生きる力（確かな学力、豊かな心、健やかな体）」を育み、命を
大切にする教育に取り組むとともに、生涯学習の推進を図ります。
※郷土に対する誇りと愛着を育み、様々な人と協働し、地域の担い
手となる教育に取り組みます。

9 ９Ｐ
第2章-3 施策の体系

（目次も同様に修正）

⑴体系の構成
⑵施策の体系

統合

３　施策の体系
⑴体系の構成
　第2期八戸市教育振興基本計画においては、・・・・・
⑵施策の体系
　「表」

３　施策の体系
1

　第2期八戸市教育振興基本計画においては、・・・・・
1

　「表」

10 ９Ｐ

第2章-3 施策の体系-
⑵施策の体系

（目次及び第3章内の文言
も同様に修正）

表 修正

1-⑵-②読書教育の充実
2-⑵多様なニーズに応じた教育の推進
2-⑵-①特別支援教育の推進
3-⑴-②教職員校務の支援推進
3-⑶学校・家庭・地域の連携・協働の推進
3-⑶-①地域密着型教育の推進
3-⑶-②家庭の教育力の充実

1-⑵-②読書教育の推進
2-⑵多様なニーズに応じた教育の充実
2-⑵-①特別支援教育の充実
3-⑴-②教職員の校務の支援 1
3-⑶学校・家庭・地域の連携・協働の充実
3-⑶-①地域密着型教育の充実
3-⑶-②家庭の教育力の向上

修正一覧表

対象箇所

資 料 １

平成30年1月31日

1 ページ



№ 頁番号 区分 修正前 修正後

11 ９Ｐ 第2章-3 施策の体系
中施策⑵

豊かな心の育成
－

小施策
①道徳教育の充実 ～ ⑤情報安全教育の推進

のほか、⑥文化芸術活用機会の充実
を追記してはいかがか。

⑥文化芸術活用機会の充実
　子どもたちに豊かな感性や想像力、コミュニケーション力が育まれ
るよう、文化芸術に触れるとともに体験する機会の充実に向けて支
援します。

【主な事業】
芸術鑑賞教室
（仮称）新美術館スクールプロジェクト(小中高等学校との連携)

本計画は、八戸市教委が実施する事業を主として構成しているこ
と、また、
左記事業については、学校での対応方法、授業編成の可否の検討
が必要なため、記載見送り。

必要があれば、関連事業として付属資料「事業一覧」に記載するも
のとする。

12 １０Ｐ
第3章-1 社会を生きるため
の力の育成

現状と課題
7行目

追加
【現状と課題】
社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、・・・

【現状と課題】
社会的変化を乗り越え、自信をもって豊かな人生を切り拓き、・・・

13 １１Ｐ
第3章-1 社会を生きるため
の力の育成

施策の方向性

3行目
削除

施策の方向性⑵
防災教育を通じて、自然災害や事件・事故等の様々な危険から・・・

施策の方向性⑵
防災教育を通じて、自然災害 等の様々な危険から・・・

14 １３Ｐ
第3章-1 社会を生きるため
の力の育成

⑶①
主な事業

修正

①学校保健・食育の充実
【主な事業】
・学校保健委員会の設置・活用
・栄養教諭・学校栄養職員の派遣・活用
･給食センターを活用した食育研修会

・西地区給食センターにおけるアレルギー対策の構築
を追記してはいかがか。

①学校保健・食育の充実
【主な事業】
・学校保健委員会の設置・活用
・栄養教諭・学校栄養職員の派遣・活用
･給食センターを活用した食育研修会 （削除。事業一覧には記載）1

･学校給食事業

アレルギー対策は、学校給食の一つの取組であるため、「学校給食
事業」とし記載する。
また、「学校給食事業」と付属資料№26「学校給食への地産地消
の推進」を事業統合とする。
（当資料№24参照）

15 １４Ｐ
第3章-2 学びのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ
の構築

現状と課題
1行目

修正
【現状と課題】
質の高い教育を受ける環境を整備し、・・・

【現状と課題】
質の高い教育を受けられる環境を整備し、・・・

16 １４Ｐ
第3章-2 学びのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ
の構築

⑴①
主な事業

追加

①就学前教育の支援
【主な事業】
・私立幼稚園補助金制度

1

①就学前教育の支援
【主な事業】
・私立幼稚園補助金制度
・私立幼稚園教員研修費補助金制度

対象箇所

修正一覧表
資 料 １

平成30年1月31日

2 ページ



№ 頁番号 区分 修正前 修正後

17 １７Ｐ
第3章-3 学校教育をめぐる
環境の充実

⑴②
1行目

追加
②教職員 校務の支援推進
教職員の学校事務の効率化を図り、・・

②教職員の校務の支援 1
教職員の学校事務の効率化及び負担軽減を図り、・・・

18 １８Ｐ
第3章-3 学校教育をめぐる
環境の充実

施策の方向性
⑵

修正
⑵教育環境の充実
・・・修繕及び改修に計画的に取り組むとともに、教育の情報化を推
進するため、ＩＣＴ環境の整備に取り組みます。

⑵教育環境の充実
・・・修繕及び改修を計画的に実施するとともに、教育の情報化を推
進するため、ＩＣＴ環境の整備に取り組みます。

19 １８Ｐ
第3章-3 学校教育をめぐる
環境の充実

施策の方向性
⑵②

修正

②教育の情報化の推進
ＩＣＴ環境の整備と教職員の活用指導能力の向上を図るとともに、情
報モラル教育の充実を図ります。
【主な事業】
教育の情報化推進事業
教職員のＩＣＴ活用指導力の育成
インターネットトラブル防止教室支援事業

②教育の情報化の推進
ＩＣＴ環境の整備と教職員の活用指導能力の向上を図るため、小・
中学校における教育の情報化を推進します。
【主な事業】
教育の情報化推進事業
教職員のＩＣＴ活用指導力の育成

１

20 １９Ｐ
第3章-3 学校教育をめぐる
環境の充実

施策の方向性
⑶2行目

修正
施策の方向性⑶
・・・、学校・家庭・地域が連携・協働して対応するための取組を推進
します。

施策の方向性⑶
・・・、学校・家庭・地域が連携・協働して対応するための取組の充
実を図ります。

21 １９Ｐ
第3章-3 学校教育をめぐる
環境の充実

⑶①
2行目

修正
施策の方向性⑶
①地域密着型教育の推進
・・・仕組みづくりを一層推進します。

施策の方向性⑶
①地域密着型教育の充実
・・・仕組みづくりの充実を図ります。

22 ２１Ｐ
第3章-4 生涯を通じて学べ
る環境の充実

下段※印 修正
公共施設等の全体の状況を把握し、・・・を行うため策定された計
画。

当市が保有する公共施設等の全体の状況を把握し、・・・を行うた
め、平成28年8月に策定した計画。

23 ２３Ｐ
第3章-5 文化財等の
保存継承の推進

⑴④
主な事業

追加

④民俗芸能等の保存継承の推進
【主な事業】
・無形民俗文化財後継者養成事業
・民俗芸能の夕べ開催事業
・ 1

④民俗芸能等の保存継承の推進
【主な事業】
・無形民俗文化財後継者養成事業
・民俗芸能の夕べ開催事業
・八戸三社大祭ユネスコ無形文化遺産登録ＰＲ事業

対象箇所

修正一覧表
資 料 １

平成30年1月31日
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№ 頁番号 区分 修正前 修正後

24 付１Ｐ 1-⑴-③ №8 修正
8 「青少年派遣交流事業」の概要について
・・・受け入れにより、学校訪問、市内見学、ホームステイ等を行う。

8 「青少年派遣交流事業」の概要について
・・・受け入れを行い、学校訪問等を通じて交流活動を行う。

25 付４Ｐ 1-⑶-① №26 修正

26「学校給食への地産地消の推進」
給食に市内及び県産品をより多く取り入れるため、事業者及び関係
機関と情報交換を行い、新商品の開発を働きかけるほか、児童・生
徒及び保護者に対しては、地産地消への関心・理解を促す内容の
食育教室を開催する。

26「学校給食事業」
給食に市内及び県産品をより多く取り入れるため、事業者及び関係
機関と情報交換を行い、新商品の開発を働きかけるほか、食物アレ
ルギーの対象児童・生徒に対して、除去食の提供を行う。

26 付５Ｐ ２-⑴-① №30 追加
1

1

30 「私立幼稚園教員研修費補助金制度」
八戸市私立幼稚園協会に対して、教員の資質向上、幼稚園協会
の振興と充実を図るための事業に要する費用を助成する。

27 付1２Ｐ ５-⑵-① №81 修正
81 「古文書の整理・解読の推進」
市文化財に指定されている『八戸藩日記』の解読作業や『遠山家日
記』・・・

81 「古文書の整理・解読の推進」
市文化財に指定されている『八戸藩日記』の解読作業や県重宝に
指定されている『遠山家日記』・・・

修正一覧表

対象箇所

資 料 １

平成30年1月31日

4 ページ


