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は  じ  め  に 

 

横須賀市教育委員会教育長   新 倉  聡 

 

近年、知識・情報・技術をめぐる変化の早さが加速度的となり、情報化やグ

ローバル化といった社会の変化が急激に進んでいく中で、子どもが変化を前向

きに受け止め、豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手として、未来社会

を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を確実に育成するこ

とが、教育には求められています。 

 

そのため、学校教育においては、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を

育成するため、発達の段階に応じた取り組みを計画的に推進していくとともに、

子ども一人一人の教育的ニーズを的確につかみ、すべての子どもが存在感を得

られる「居場所づくり」や、認め合い高め合う「人間関係づくり」の形成を支

援していくことが重要と考えております。 

 

また、社会教育においては、市民の学び合いによる「人づくり」「地域づくり」

の推進、社会教育施設の充実とともに、だれもが、生涯にわたって、あらゆる

機会、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこ

とのできる「生涯学習社会」の実現が重要と考えております。 

 

本計画では、横須賀の子どもたちの現状を踏まえ、未来を担う大切な存在と

しての子どもの教育を重点に捉えた上で、学校・家庭・地域が連携して社会全

体で教育力の向上に取り組むことを大きな柱としています。 

具体の姿を「横須賀の子ども像」と「目指す子どもの教育の姿」で表現する

ことにより、学校・家庭・地域それぞれの役割が明らかになり、信頼し、協力

しながら、「人間性豊かな子ども」の育成を目指していくことができると考えて

います。 

 

学校教育編「生きる力の育成」、社会教育編「いつでも、どこでもだれでも学

べる社会の実現」と、それぞれの目標に向かって、効果的に施策・事業を展開

するとともに、成果の検証を行いながら、引き続き、より良い教育行政の推進

に努めてまいります。 

 

平成 30 年（2018 年）３月 
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