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１ 調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実

施にあたって 

(１) 経緯 

 平成１８年１２月に教育基本法が改正され，これからの教育のあるべき姿，目指す

べき理念が明らかにされた。 

さらに，中央教育審議会において答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とさ

れる教育制度の改正について」が平成１９年３月に取りまとめられた。 

これらを踏まえ，平成１９年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以

下「地教行法」という。）が改正され，平成２０年４月から施行された。 

  この改正により，「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，これを議会に

提出するとともに，公表しなければならない。」と規定された。  

  こうしたことから，調布市においても，効果的な教育行政の推進に資するとともに，

住民への説明責任を果たしていくため，調布市教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価（以下「点検・評価」）を毎年度実施している。 

(２) 点検・評価の対象事業 

  対象事業は，調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価実施要綱第３において，「教育基本法第１７条第２項の規定に基づき調布市教

育委員会が作成した教育振興基本計画（以下「教育プラン」という。）に掲げる施策

及び主要事業とする。」としている。 

  なお，教育プランは，平成２５年度からスタートする新たな調布市基本計画との整

合を図るための時点修正を行い，主要事業４事業を新たに追加した。 

よって，平成２５年度の点検・評価対象事業は，教育プランに掲げる２４施策・ 

１３８事業となる。 

(３) 学識経験者の知見の活用 

 教育委員会は，点検・評価を行うに当たり，教育に関し学識経験を有する者からの

意見を聴取することとする。 

意見をいただく有識者として次の３名の方に依頼した。（五十音順・敬称略） 

倉持伸江（東京学芸大学教育学部講師） 

吉澤良保（東京純心女子大学副学長） 

若林 彰（帝京大学教育学部初等教育学科准教授） 
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２ 点検・評価の実施方針 

 (１) 実施方針 

ア 調布市教育委員会は，毎年，主要な施策や事業の取組状況について点検・評価を

行い，課題や今後の取組の方向性を明らかにすることにより，効果的な教育行政の

一層の推進を図る。 

イ 点検・評価の結果に関する報告書を作成し，市議会に提出するとともに，公表す

ることにより，市民への説明責任を果たし，市民に信頼される教育行政を推進する。 

ウ 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため，点検・評価に関する有

識者を置き，意見を聴取する機会を設ける。 

 (２) 実施方法と実施時期 

 実施に当たっては，関係法令に基づくとともに，詳細は，調布市教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱に定め実施している。 

主な流れは次のとおり。 

（平成２６年３月～６月） 

教育委員会事務局において，主要な施策・事業の当該年度の取組成果等の振返りと課

題の抽出を行い，課題を踏まえた現年度の取組状況，さらに次年度の方向性を取りまと

め，報告書案を作成する。 

（平成２６年７月～８月） 

自己評価に留まらず，有識者として学識経験者の意見を聴取した上で，教育委員会で

最終的に協議し，報告書を作成し，市議会へ提出する。また，報告書は市ホームページ

で公開するとともに，教育会館，行政資料室，図書館，各社会教育施設に配架し，閲覧

できるようにする。 

(３) 点検・評価の評価基準について 

各事業の評価については主管課による自己評価としている。評価に当たっては下記

の評価基準に基づいてＡ，Ｂ，Ｃの評価指標で表した。 

Ａ：ほぼ予定どおり年度目標が達成された。 

Ｂ：一部または相対的に年度目標に到達しなかった，あるいは概ね年度目標に到達し

たが，成果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。 

Ｃ：年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性も含めて見直す必

要がある。 
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３ 教育委員会の状況 

(1) 教育委員会委員の構成 

調布市教育委員会委員（以下「教育委員」）の定数は６人であり，６人の委員が教育

に関する事務の管理及び執行の基本的な方針，教育委員会規則の制定・改廃などの教

育に関する様々な議題について審議を行っている。 

[委員名簿]（平成２５年度） 

備 考 氏 名 任 期 

委員長 新田 重彦 平成24年10月 1 日から平成28年 9 月30日まで 

委員長職務代理者 奈尾 力 平成 25年 12月 18日から平成 29年 12月 17日まで 

委員 石川 慶子 平成 24 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日まで 

委員 福山めぐみ 平成24年10月 1 日から平成28年 9 月30日まで 

委員 加藤 実三 平成 24年 12月 22日から平成 28年 12月 21日まで 

教育長 海東 元治 平成23年10月 1 日から平成25年 9 月30日まで 

大和田正治 平成25年10月 1 日から平成27年 9 月30日まで 

(2) 教育委員会会議の状況 

   教育委員会の会議は，地教行法及び調布市教育委員会会議規則に基づき，毎月１回

定例会を，また必要に応じて臨時会を開催している。 

   平成２５年４月から平成２６年３月までに開催された教育委員会定例会及び臨時会

の内容は次のとおり。 

 ア 教育委員会開催回数 ２４回（定例会１２回，臨時会１２回） 

 イ 審議事項 

(ｱ) 議決事項（議案） ２９件 

 (ｲ) 協議事項（協議題）  ２８件 

 (ｳ) 報告事項 １６６件 

※ 会議の付議案件と結果は，巻末に記載 

   教育委員は上記の教育委員会以外にも，月１回程度定例会の前後などに情報交換会

を開催し，教育委員会事務局との情報共有を行っている。 

(3) その他の活動状況 

   教育委員は，学校の状況を把握し，教職員と情報共有するために，学校訪問や学校

行事への出席のほか，校長会との意見交換会を開催している。また，東京都教育委員

会連合会や東京都市教育長会等へ出席し，東京都教育委員会や近隣市との情報交換，

情報共有を行うほか，研修会へ参加し，識見を高め，教育施策の決定等への反映に努

めている。 
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(4) 平成２５年度調布市教育委員会教育目標と基本方針 

平成２４年１２月２１日 

 教育委員会決定 

◎教育目標 

 教育は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者として，必要な資

質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

 また，調布市においては，調布市民が，生涯にわたり自己実現に向けた学習に主体的に

取り組む，という生涯学習の考え方を基盤においた教育施策を展開する。 

 調布市教育委員会では，このような考え方に立ち，以下の教育目標を掲げて調布市の教

育行政を進める。 

 学校教育では，調布の子どもたちが，徳・知・体の調和のとれた成長と，国際化，情報

化の進展など，社会の変化に主体的に対応できる力を身に付けることを目指し， 

○命の大切さを自覚し，人の尊厳を重んじ，互いのよさや違いを認め合うことのできる力

を身に付けた子ども

○豊かな心，健やかな体を基盤に，確かな学力に基づいた「生きる力」を身に付けた子ど

も

○自ら社会貢献しようとする意欲をはぐくみ，社会的に自立するための基礎となる力を身

に付けた子ども

の育成に向けた施策を展開する。 

社会教育では，市民の自己実現を支援し，市民がより豊かでうるおいのある生活を送る

ことを目指し， 

○市民の要請を的確につかんだ学習の機会や場を提供する

○市民のつながりを強めるネットワークを構築する

○市民自らが学習の成果を生かすことのできる学習環境づくりを支援する

などの施策を展開する。 

また，学校，家庭，地域住民，その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任

を自覚し，相互に連携，協力しながら調布の教育を支えていく，という認識に立って，す

べての市民が教育に参加することを目指す。 
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◎基本方針 

 

 基本方針１ 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる 

 

 ２２万人余の市民が共に生きる調布市にあって，すべての市民が，命の重さを深く自

覚し，人権尊重の理念を正しく理解するとともに，互いを思いやる心や，規範意識を高

めていくことが求められている。 

 そのために，一人一人の尊厳を大切にする人権教育や心の教育，そして子育てにかか

わる教育などを充実し，いじめ・偏見・差別・虐待をしない，させない人間を育成する

教育を推進する。 

  

 基本方針２ 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する 

 

変化の激しい社会にあって，自ら主体的に判断し，適切に行動できる，社会的に自立

した人間の基礎づくりや，自ら社会のために貢献しようとする精神の育成が求められて

いる。また，一人一人はみな違った存在であり，それぞれが自己実現を目指して，個の

状況に応じた学習に取り組める教育が必要とされている。 

 そのために，子どもたちには，生きる力の柱となる基礎的な学力を身に付けるととも

に，その基盤となる豊かな心と健やかな体の育成を重視した教育を推進する。 

 また，心身に障害がある，不登校の状態にあるなど，より手厚い支援を求めている子

どもたちへの教育を推進する。 

 

 基本方針３ 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する 

 

 市民一人一人の学習意識が多様化する調布市にあって，市民が，生涯にわたり自己研

さんに励み，それぞれの自己実現を目指す活動を通して，より豊かで充実した生活を送

ることが求められている。 

 そのために，地域の資源を有効活用しながら，市民の要請や思いを的確に受け止め，

それに応じた学習の機会や場と学習情報の提供ができる仕組みづくりを推進する。 

 

 基本方針４ 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める 

 

子どもの教育にかかわる学校・家庭・地域の役割と責任が明確でなく，社会全体の教

育力が低下しているという状況にあって，三者が教育におけるそれぞれの役割と責任を

自覚し，相互の連携と協力に努めることが求められている。 

 そのために，それぞれが，子どもの教育及び社会教育に関する情報や目標を共有し，

互いに意見を交換し合いながら，積極的に教育に参加する体制づくりを推進する。 

 

 基本方針５ 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する 

 

 社会の少子高齢化の流れに反して，教育人口のさらなる増加が見込まれるとともに，

学校施設をはじめ社会教育施設の老朽化が進む調布市にあって，子どもの就学人数に応

じた教室数の確保や教育環境の整備，老朽化の進む施設を安全，安心の観点から見直し，

的確に整備を進めることが求められている。 

 そのために，教育人口の推移や施設の老朽化の状況を的確に把握するとともに，調布

市公共建築物維持保全計画に則り，着実に事業を推進する。 
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４ 点検・評価の結果 

(1) 平成２５年度の点検・評価の総括振返り 

 平成２５年度の点検・評価を行うに当たって，２４の施策及び１３８の事業など，

個別事業の点検評価に留まらず，教育委員会全体としての主な取組の総括を行い，改

めて全体としての次年度の方向性を示すものとする。 

 

（平成２５年度の主な取組を振返って） 

ア 学校給食における食物アレルギー対応 

調布市教育委員会は，平成２４年１２月に調布市立学校で発生した食物アレルギーに

起因する児童死亡事故を受け，平成２５年度は，事故を二度と起こさないとの認識のも

と，アレルギーに関する専門家等の意見を踏まえて再発防止策を検討するため，「調布

市食物アレルギー事故再発防止検討委員会」を設置し，再発防止策について検討を重ね

た。 

検討委員会は平成２５年７月に「調布市食物アレルギー事故再発防止検討結果報告書」

をまとめ，教育委員会に対して食物アレルギー事故の再発防止に向けた対策の方向性，

留意点，課題等が示された。 

また，こうした検討と並行して，老朽化した給食室の改修工事を実施する予定であっ

た布田小学校については，合わせてアレルギー専用調理室を設置する設計変更を行い，

整備したほか，市立小・中学校におけるアレルギー対応について，アレルギーの知識や

緊急時の対応の周知を徹底するため，専門医等によるアレルギー研修を実施した。 

その他，児童・生徒のアレルギー症状発症時に対応するため，東京慈恵会医科大学附

属第三病院と連携し，病院が設ける専用ＰＨＳホットラインにより，救急搬送の受入れ

及びアレルギー症状の判断等に係る相談を行うことを目的に，平成２５年８月に同病院

と「アナフィラキシー対応ホットラインに関する覚書」を締結し，９月には，小・中学

校に１３６台の携帯型ＰＨＳを配備し，ホットラインの整備を行うなど迅速かつ弾力的

に取組を行った。 

その後，検討結果報告書の提出を受け，食物アレルギーのある児童・生徒が，他の子

どもたちと同じように給食を楽しめることを目指し，教育委員会定例会において協議を

重ね，報告書の提言を基軸とした学校給食の食物アレルギーに関する基本的な考え方及

び対応方針を示した「食物アレルギー事故再発防止に向けた取組方針」を平成２５年  

１１月に策定した。  

策定後は本取組方針に基づき，具体的かつ重点的な９つの取組を定め，学校給食にお

ける食物アレルギー事故の再発防止に努めている。 

さらに，事故を風化させない取組として，市立小・中学校では，２学期の期間中，主

に１２月を，調布市「いのちと心の教育月間」と位置付け，児童・生徒が，自他の命を

大切にしたり，一人ひとりの違いを認め合うことを学ぶほか，食物アレルギーについて

正しく理解し，給食の時間を楽しく過ごせるよう心豊かな教育活動を展開した。 
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今後の課題としては，学校給食施設の計画的な整備（老朽化対策・アレルギー対応を

含む），給食調理の手順等で統一的な対応を定めたマニュアルの整備及び周知（平成２

６年４月に策定済み），食物アレルギーに関する研修体制の構築，「学校生活管理指導表

（アレルギー疾患用）」の見直し等に係る医師会との連携，事故の再発防止の取組の進

捗状況や新たな対応が求められる場合の第三者的視点による検証委員会の設置，学校施

設のほか保育施設や福祉施設を含めた全庁的な連絡体制の構築などが挙げられる。 

平成２６年度以降，これまでの教訓を生かし，各学校の食物アレルギー対応について

教育委員会が的確に状況を把握しながら，学校と教育委員会が一体となって着実に取組

を推進し，事故の再発防止に努めていく。 

 

イ 教員による児童への暴言等の不適切指導対応 

平成２４年度に市立小学校において担任教員による児童への暴言等による不適切な

指導が発覚した。教育委員会は，事案発覚後から当該事案への対応や再発防止策を次の

とおり行った。 

当該校では，事案発覚後，児童に対しては学校長やスクールカウンセラーによる面接

等を行い，心のケアに努めたほか，再発防止策として，校長・副校長による日常的な授

業観察の回数を増やしながら，当該教員に対する指導監督を迅速に行ったほか，朝会や

職員会議の機会において，管理職による研修を行い，教員の人権感覚の見直し・向上に

努めるなどの対策を講じた。 

教育委員会では，再発防止策として，当該校において，「ことばと人権」や「子ども

の命を守る」など人権をテーマに校内研修会を企画・実施したほか，東京都人権教育研

修会や調布市人権教育推進委員会が主催する人権教育や子どもの虐待をテーマにした

研修会に校長及び副校長を参加させ，その内容をそれぞれ教職員に指導させるなどの取

組を実施した。 

こうした取組を進めながら，教育委員会では平成２５年８月の定例会において，本件

のその後の対応について協議題として意見交換を行った。教育委員の意見としては，人

権教育研修の際，単なる講演にとどまらず現場に生かすような演習を加えたり，ストレ

スへの耐性を強める研修の実施に関する提案があったほか，これまで以上に教育委員会

が学校現場との意見交換ができるようにすべきとの提案などがあった。 

この協議を踏まえ，これまで実施してきた教育委員の学校訪問に加え，１０月には，

教育委員と校長会との意見交換会を開催し，学校現場と教育委員会との情報の共有に努

めた。 

今後も，人権教育に関する教員研修を工夫しながら実施するとともに，学校現場を初

めさまざまな団体との意見交換や情報共有に努めるほか，児童・生徒・保護者をはじめ

とする市民からの声や情報を教育委員会や教育長へダイレクトに届ける仕組みを設け

ることを検討し，事件・事故の早期発見や未然防止に努めていくものとする。 
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ウ  その他の主な取組 

ア） 学校教育関係について 

① 学習環境整備 

児童・生徒数の増加に伴い，上ノ原小学校，調和小学校及び第五中学校の３校で

校舎の増築工事を行ったほか，学校施設の老朽化した給水管の更新・改修工事及び

プール循環浄化装置の改修工事を行った。課題としては，学校施設は築３０年を超

える建物が８割以上となるなど老朽化が進行しており，これまで以上に計画的に維

持保全を進める必要があること。また児童・生徒数も一部地域で増加傾向にあり，

今後も必要に応じて増築等施設整備の検討を行う必要がある。 

  今後は，学校施設の維持保全について計画的に進めるとともに，各学校の耐久性

調査やアレルギー対応専用調理室の整備，特別教室へのエアコンの設置等を勘案し

ながら，公共施設維持保全計画など計画的な学習環境の整備について，調布市基本

計画の時点修正にあわせた見直しを検討していく。 

② いじめ防止対策 

平成２４年の滋賀県大津市の自殺事案を受け，平成２５年９月に，いじめ防止対

策推進法が施行された。 

これを受け，教育委員会では，いじめ防止対策の基本的な方針を定めるため，既

に調布市で制定されている「調布市子ども条例」や「いじめや虐待のないまち宣言」

などを踏まえ，定例会において協議を行った。 

いじめ防止対策には「未然防止」，「早期発見」，「早期対応」，「重大事態への対処」

の４つの段階のポイントがあることを念頭に，特に，「いじめを見て見ぬふりをせ

ず，声を上げられる学校作り」を目指すものとして，平成２６年２月に調布市教育

委員会の「いじめ防止対策基本方針」を策定した。 

今後はこの方針に基づき，各学校をはじめ関係機関と連携しながら，いじめの未

然防止及び早期解決などの対策に取り組んでいく。  

  ③ 防災教育の推進（防災教育の日の取組） 

東日本大震災を教訓として，「命の尊さ」について学び，児童・生徒自身が自助，

共助のための必要な知識や行動様式を身につけていくため，実効的な防災教育の充

実を行うとともに，震災時に各学校でどのように対応するかを示した「学校震災時

対応シミュレーション」の検証を図るため，平成２４年度に「調布市防災教育の日」

を制定し，学校・保護者・地域の連携による防災教育と防災訓練を，調布市立小・

中学校全校一斉に実施している。平成２５年度も，児童生徒に対する「命の授業」

や防災について保護者・地域への啓発を行うための講話等を実施したほか，避難所

となる学校だけでなく，避難所運営本部となる教育部職員の震災時対応をあわせて

訓練するなど，より実効的な取組を行った。平成２６年度以降については，中学校

に防災ヘルメットを導入し，生徒の自助共助の精神を育むほか，消防署の協力によ

り，実効的な訓練を取り入れるなど，さらに取組の改善を図っていく。 
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また，中学校３年生及び小学校６年生を対象とした普通救命講習及び教員に対す

る上級救命講習を実施し，実効的な取組を推進した。 

  ④ 学校支援地域本部制度の活用 

    学校支援地域本部については，これまで開設した第八中学校，深大寺小学校及び

若葉小学校に続き，新たに国領小学校で開設することができた。これにより，国領

小学校では，読書活動の支援や芝生を生かした環境整備などを中心に活動を開始し

た。学校支援地域本部開設の課題としては，コーディネーターとなる人材の登用な

どが挙げられるが，今後も，地域で学校を支援していく体制を築いていくため，本

制度の活用を行っていく。 

  ⑤ スクールカウンセリングの充実 

    市立小中学校全校にスクールカウンセラーを配置し，様々な悩みや課題を抱えて

いる児童生徒に対してカウンセリング活動を行った。 

平成２５年度から，市費によるスクールカウンセラーの中学校への配置日数を拡

充したほか，都費によるスクールカウンセラーを全校配置とし，市費・都費あわせ

て２名体制を整備し，カウンセリングの充実を図り，保護者や教職員に対して助

言・援助を実施した。 

    今後もスクールカウンセラーが学校教職員と連携しながら児童・生徒の心のケア

を実施していく。 

 

イ） 社会教育関係について 

① 放課後遊び場対策事業（ユーフォー） 

ユーフォーについては，平成２４年度末をもって市立小学校全校に施設を整備完

了した。平成２５年度はさらに市民サービスの向上を図るため，ユーフォーと学童

クラブとの併設施設について，運営体制を一本化するとともに，全ユーフォーの運

営を民間事業者に委託し，開設日数・開設時間の拡大を図るための検討を進めてき

た。平成２６年度は，さらに保護者や市民の声を聴きながら，平成２７年度からの

運営業務委託実施に向けた準備を行っていく。 

② 市民の学習支援 

市民の要請を的確につかんだ学習の機会や場の提供，市民同士のつながりを強め

るネットワークを構築するため，公民館では，平成２５年度に３公民館合同利用団

体連絡会を設置し，公民館の活動が地域に広がる取組を行うとともに，地区協議会

等の地域で活動する団体に呼び掛けて地域に密着したテーマで講座等の事業を実

施したほか，西部公民館では２月に開館３０周年記念式典・コンサートを開催した。  

     また，図書館では，市民の利用状況の分析を行い，市民に求められる資料・情報

を選定し，収集・提供の充実を図った。 

今後も社会教育施設においては，市民の学習・調査・研究の支援拠点として，着

実に取組を進めていく。 
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   ③ 国史跡下布田遺跡の整備・活用 

     平成２５年度も国史跡下布田遺跡については，国庫補助事業を活用し，民有地の

買い上げを実施し，指定面積に対する公有化率は97.8％に達した。 

     また緊急雇用創出事業により，過去に教育委員会が実施した範囲確認調査の出土

遺物について，再調査整理を実施したほか，調布市へ寄贈された下布田遺跡の表面

採集資料等について，国庫補助事業により実測図を作成した。 

     さらに，史跡下布田遺跡を適切に保存管理し，後世に継承していくために，史跡

下布田遺跡保存管理計画策定委員会を設置し，保存管理計画の策定について検討を

開始した。 

今後も，引き続き，史跡下布田遺跡保存管理計画の策定に向け取り組んでいく。 

④ 武者小路実篤記念館の指定管理 

武者小路実篤記念館については，管理運営の効率化による市民サービスの向上を

目指すとともに，これまでの教育委員会と実篤記念館運営事業団による管理運営に

係る分業体制を発展的に解消することを目的とし，平成２５年４月に一般財団法人

調布市武者小路実篤記念館を設立し，当該財団を指定管理者として指定するための

準備を行った。平成２６年度以降は指定管理者制度のもと，財団の経営努力による

効果的・効率的な施設の管理運営と実篤氏の顕彰を目的とした充実した事業展開が

図られるよう教育委員会として監理していく。 

 

ウ） 教育委員会の会議運営等に関する取組 

  ①  教育委員会への事件・事故等の適切な報告 

   学校給食における食物アレルギー事故や市立小学校における児童に対する不適

切な指導の事案を受け，教育委員会は，事故や事件の未然防止を図るため，学校，

教育委員会事務局及び教育委員会が情報共有を行うため，事故報告（学校給食にお

ける食物アレルギー対応事案，学校管理内外の事件・事故，ユーフォーに関する事

件・事故）について，教育委員会へ報告する基準を明確にした上で事故概要と対応

策を報告し，大きな事故や事案を未然防止するよう努めた。 

 ② 教育委員会における重要施策に関する協議 

食物アレルギーに関する取組については，再発防止検討委員会の検討状況を教育

委員会定例会において随時報告するとともに，教育委員会としての食物アレルギー

事故再発防止の取組方針を定めるため，９月，１０月の定例会に協議題として付議

し協議を行った。 

   また，教員による不適切な指導後の対応については，８月の教育委員会定例会に

協議題として付議し，取組状況の説明を受けた上で，今後の対応について協議を行

った。 

今後も，重要な施策については，教育委員会において慎重に議論し，対応策を検

討するよう努める。 
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継続

拡充

新規

計画 　平成２５年度を初年度とする新たな基本計画に位置付けた基本計画事業

行革 　行革プラン２０１３のプランに関連する事業

終了 　平成２４年度をもって終了した事業

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

1
人権教育推進委員会の取組と人権教育全体計画や年間指導計
画の作成とそれに基づく指導の推進

継続 指導室 Ａ Ａ

2 問題行動調査や「心の状態調査」の実施と分析・検討 継続 指導室 Ａ Ａ

3 教育相談所の相談の充実 拡充 教育相談所 Ａ Ａ

4 スクールカウンセラーの活用の推進 計画 教育相談所 Ａ Ａ

5 情報モラル教育の推進 継続 指導室 Ｂ Ａ

6 要保護児童対策地域協議会との連携 継続 指導室，教育相談所 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

7 子育て支援のための家庭教育事業の実施 計画 公民館 Ａ Ａ

8 家庭教育セミナーの実施 継続 社会教育課 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

9 宿泊を伴う自然体験学習の検討 継続 指導室 Ｃ Ｂ

10 小学校移動教室と夏季施設の実施 継続 指導室，学務課 Ａ Ａ

11 中学校移動教室の実施 継続 指導室 Ａ Ａ

12 道徳教育への取組 継続 指導室 Ａ Ａ

13 連合音楽会の充実 拡充 指導室 Ｂ Ａ

14 スクールカウンセラー事業の充実 計画 教育相談所 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

15 来所相談・ソーシャルワーカー相談体制の充実 拡充 教育相談所 Ａ Ａ

16 学校緊急支援体制の検討 継続 指導室，教育相談所 Ａ Ａ

主要事業

　　　　　子どもの豊かな心を育む取組

施策　２

　　　　　命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組

　　　　　大人が子どもの人権を守り，子どもを大切にする意識を啓発する取組

施策　３

主要事業

施策　４

(2)　基本方針と施策・主要事業の点検・評価結果一覧

1

生
命
を
い
つ
く
し
み
、
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
る
心
を
育
て
る

基本方針

　　　　　緊急時における心のケアなど，関係機関との連携にかかわる取組

主要事業

施策　１

主要事業

点検・評価の評価基準について
   各事業の評価については主管課による自己評価とした。評価に当たっては下記の評価基準に基づいてＡＢ
Ｃの指標で表した。
Ａ：ほぼ予定どおり年度目標が達成された。
Ｂ：一部または相対的に年度目標に到達しなかった，あるいは概ね年度目標に到達したが，成果・効果が思
うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。
Ｃ：年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性も含めて見直す必要がある。

事業展開の分類について

　今までも取り組んでおり，今後も継続する事業

　今まで取り組んできたが，見直して今後は拡充を図る事業

　当年度から新しく取り組んでいく事業

11



事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

17 新学習指導要領による新しい教育課程にかかわる取組 継続 指導室 Ａ Ａ

18
新学習指導要領の趣旨を踏まえた年間指導計画の作成とそ
の実施

継続 指導室 Ａ Ａ

19 外国人英語講師の全小・中学校への配置 継続 指導室 Ａ Ａ

20 授業改善推進プランの作成 継続 指導室 Ａ Ａ

21 ステップアップワークの作成と活用の工夫 継続 指導室 Ａ Ａ

22 授業力リーダーの増員と活用の工夫 継続 指導室 Ａ B

23 少人数指導講師の配置 計画 指導室 Ａ Ａ

24 学校図書館専門嘱託員の配置 継続 指導室 Ａ B

25 学校図書館専門嘱託員に対する研修の充実及び司書教諭との連携 継続 指導室 B B

26 学校図書館支援センター機能の充実 継続 指導室 Ａ B

27 理科支援員の配置 計画 指導室 Ａ Ａ

28  I C T 活用研修の実施 継続 指導室 Ａ Ａ

29 教員研修の推進 継続 指導室 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

30 特別支援教育コーディネーター研修の充実 計画 指導室 Ａ Ａ

31 通級指導学級の指導体制の検討・充実 計画 指導室 Ａ Ａ

32 スクールサポーターの配置の充実 計画 指導室 Ａ Ａ

33 巡回相談の実施 計画 指導室 Ａ Ａ

34 日本語指導教室の実施 継続 指導室 Ａ Ａ

35 日本語指導臨時講師の派遣 継続 指導室 Ａ Ａ

36 就学相談の充実 継続 教育相談所 Ａ B

37 就学等検討委員会の運営 継続 教育相談所 Ａ Ａ

38 ソーシャルスキルトレーニング（SST)事業の実施 継続 教育相談所 - -

39 教育支援コーディネーター室の運営 拡充 指導室 Ａ Ａ

40 科学センターの運営 継続 指導室 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

41 体力向上に向けた取組 継続 指導室 Ａ Ａ

42 生活習慣状況の調査と対応策の検討 継続 指導室 Ａ B

43 食育講演会・親子料理教室の実施 計画 学務課 Ａ Ａ

44 学校における食育の推進（学校給食用食器の改善導入） 終了 学務課 Ａ

45 小児生活習慣病の予防 継続 学務課 Ａ Ａ

135 アレルギー疾患等への事故防止に対する取組 拡充 学務課 Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

46 中学生の職場体験学習の実施 継続 指導室 Ａ Ａ

47 特色ある教育活動としての児童・生徒のボランティア活動の実施 継続 指導室 Ａ Ａ

48 環境教育の推進 継続 指導室 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

49 外部指導員の活用による部活動の充実 継続 指導室 B Ａ

50 特別支援学級に在籍する生徒のための部活動の充実 拡充 指導室 Ａ Ａ

51 特色ある教育活動の学校紹介集の作成 継続 指導室 Ａ B

52 中学校学校選択制の実施 継続 学務課 A A

施策　７

施策　８

主要事業

　　　　　学力向上に向けた取組

主要事業

主要事業

施策　６

主要事業

基本方針

2

「
生
き
る
力
」
を
育
て
、
個
を
伸
ば
す
教
育
を
充
実
す
る

　　　　　個に応じた教育の充実に向けた取組

　　　　　健康づくりに向けた取組

　　　　　社会の変化に対応する取組

主要事業

施策　９ 　　　　　特色ある学校づくりに向けた取組

施策　５
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事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

53
不登校児童・生徒の実態調査分析による課題の明確化と対応策の検
討

継続 指導室 Ｂ Ａ

54 適応指導教室「太陽の子」，通級指導学級「相談学級」の運営 継続 指導室 Ａ Ａ

55 メンタルフレンドの派遣とテラコヤスイッチの実施 継続 指導室 Ａ Ａ

56 スクールソーシャルワーカー配置の充実 拡充 指導室，教育相談所 Ａ Ａ

57 スクールカウンセラーの活用 継続 教育相談所 Ａ Ａ

58 ソーシャルワーカー相談事業の充実 拡充 指導室，教育相談所 Ａ Ａ

59 不登校児童・生徒の保護者を対象とした情報交換会等の検討 継続 指導室，教育相談所 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

60 小中連携推進協議会の活動の充実 拡充 指導室 Ａ Ａ

61 幼稚園・保育園と小学校との連携の充実 拡充 指導室 Ａ B

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

62 社会教育学習グループのサポート 継続 社会教育課 Ａ Ａ

63 社会教育団体の育成と支援 継続 社会教育課 Ａ Ａ

64 社会教育情報誌「コラボ」の発行 継続 社会教育課 Ａ Ａ

65 杉の木青年教室事業 継続 社会教育課 Ａ Ａ

66 のびのびサークル事業の推進 継続 社会教育課 Ａ Ａ

67 遊ing（ゆーいんぐ）事業の推進 継続 社会教育課 Ａ Ａ

68 子どもの読書活動の推進 継続 図書館 Ａ Ａ

69 読書会，講座，講演会の実施及び支援 継続 図書館 Ａ Ａ

70 ３公民館合同利用団体連絡会の設置 継続 公民館 Ａ Ａ

71 視覚・聴覚に障害のある方の学習参加の支援 継続
社会教育課，公民館，図
書館 Ｃ Ａ

72 社会教育委員の設置 継続 社会教育課 Ａ Ａ

73 公民館運営審議会の運営 継続 公民館 Ａ Ａ

74 図書館協議会の運営 継続 図書館 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

75 公民館登録団体の育成と支援 継続 公民館 Ａ Ａ

76 地域文化祭の実施 継続 公民館 Ａ Ａ

77 図書館資料の収集，整理，保存の推進 計画 図書館 B B

78 図書館の資料提供 計画 図書館 B B

79 調査活動への支援 継続 図書館 Ａ Ａ

80 図書館ハンディキャップサービスの推進 継続 図書館 Ｂ Ｂ

81 公民館国際理解講座の実施 計画 公民館 Ａ Ａ

82 公民館成人教育事業の実施 計画 公民館 Ａ Ａ

施策　11　　　　　幼・保・小，中連携教育の推進に向けた取組

主要事業

　　　　　学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

主要事業

施策　13

　　　　　生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組
基本方針

施策　12

主要事業

　　　　　不登校児童・生徒に向けた取組

主要事業

基本方針

2

「
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を
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3
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を
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す
る

施策　10
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事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

83 文化財の指定・管理の推進 継続 郷土博物館 Ａ Ａ

84 国史跡下布田遺跡・深大寺城跡の整備 計画 郷土博物館 Ａ B

85 学校教育との連携事業の推進 拡充 郷土博物館 Ａ Ａ

86 郷土芸能の保存と継承 継続 郷土博物館 Ａ Ａ

87 文化財保護啓発の推進 継続 郷土博物館 Ａ Ａ

88 実篤公園管理計画の策定 継続 実篤記念館 Ａ Ａ

89
武者小路実篤の生涯と「白樺」，「新しき村」，「仙川の家」を
主題にした展示事業の展開

計画 実篤記念館 Ａ Ａ

90 実篤関連の文学・美術作品等の資料収集，整理，保存，修復 継続 実篤記念館 Ａ Ａ

91 実篤関連情報と収蔵品情報の収集と提供 継続 実篤記念館 Ａ Ａ

92 地域資料のデジタル化の推進 拡充 図書館 Ａ Ａ

93 博物館収蔵品のデータベース化とその活用 継続 郷土博物館 B Ａ

94
実篤記念館収蔵品データベース，情報提供・映像視聴システム，
HP等の充実

継続 実篤記念館 Ａ Ａ

136 郷土の歴史・文化と核とした展示・普及事業の推進 新規 郷土博物館 Ａ

137 国登録文化財真木家住宅の保存・活用 新規 郷土博物館 B

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

95
スポーツ振興課と連携した市民スポーツ・レクリエーション活動
の支援

継続 社会教育課 Ａ Ａ

96
学校施設の開放による市民のスポーツ・レクリエーション活動の
支援

継続 社会教育課 Ａ Ａ

97 多摩・島しょ広域連携活動助成事業 終了 社会教育課 Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

98 リーダー養成講習会の推進 計画 社会教育課 B B

99 成人式の運営 継続 社会教育課 Ａ Ａ

100 調布っ子夢会議の推進 継続 社会教育課 Ａ Ａ

101 放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の充実 行革 社会教育課 Ａ Ａ

102 青少年交流館の運営 継続 社会教育課 Ａ Ａ

103 次世代育成支援に係る他課関連部局との連携の推進 継続 社会教育課 Ａ Ａ

104 公民館青少年教育事業の推進 計画 公民館 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

105 学校評議員制度の実施 継続 指導室 Ａ Ａ

106 学校関係者評価の実施 継続 指導室 Ａ Ａ

107 学校第三者評価の実施 継続 指導室 B Ａ

108 専門家による学校サポート体制の検討 継続 指導室 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

109 学校ボランティア・協力員の活用 継続 指導室 B Ａ

110 学校支援地域本部制度の活用の検討 計画 指導室 Ａ Ａ

111 公立学校PTA連合会活動への支援 継続 社会教育課 Ａ Ａ

112 地域文化祭の実施（再掲） 継続 公民館 Ａ Ａ

113 公民館登録団体の地域参加の検討・充実 継続 公民館 Ａ Ａ

114 図書館ハンディキャップサービスの推進（再掲） 継続 図書館 B B

115 子育て支援のための家庭教育事業の実施（再掲） 計画 公民館 Ａ Ａ

116 家庭教育セミナーの実施（再掲） 継続 社会教育課 Ａ Ａ

基本方針

学
校
・
家
庭
・
地
域
の
役
割
と
責
任
に
基
づ
い
た
連
携
を
進
め
る

4

基本方針

3

生
涯
に
わ
た
っ
て
自
己
実
現
を
目
指
す
機
会
を
提
供
す
る

　　　　　歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用への取組

主要事業

施策　16　　　　　青少年の育成に向けた取組

施策　15　　　　　市民のスポーツ・レクリエーション活動支援に向けた取組

施策　14

　　　　　地域・保護者に開かれた学校にかかわる取組

　　　　　家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

主要事業

主要事業

主要事業

主要事業

施策　18

施策　17
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事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

117 市民の手によるまちの資料情報館事業の推進 継続 図書館 Ａ Ａ

118 深大寺地区エコミュージアム構想の推進 継続 郷土博物館 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

119 通学路の安全確保の推進 継続 学務課 Ａ Ａ

120 こどもの家の充実 継続 社会教育課 Ａ Ａ

121 スクールガード講習会の実施 継続 教育総務課 Ｂ Ａ

138 防災教育の日の制定 新規 教育総務課 Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

122 小・中学校増築工事の実施 計画 教育総務課・社会教育課 Ａ Ａ

123 教育人口推計調査の実施 継続 学務課 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

124 学校施設の維持・保全の実施 計画 教育総務課 Ａ Ａ

125 図書館分館の整備の推進 継続 図書館 Ｂ Ａ

126 公民館の施設整備の推進 継続 公民館 Ａ Ａ

127 郷土博物館施設の整備 継続 郷土博物館 Ａ Ａ

128 実篤記念館の設備の維持保全に向けた整備の推進 継続 実篤記念館 Ａ Ａ

129 八ヶ岳少年自然の家の管理運営 継続 社会教育課 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

130 空調機器設備整備の推進 計画 教育総務課 Ａ Ａ

131 水飲栓の直結給水化事業の推進 計画 教育総務課 Ａ Ａ

132 校庭の芝生化事業の推進 計画 教育総務課 Ａ Ａ

事業主管課
平成２５年度
到達度評価

平成２４年
度の評価

133 室内環境衛生検査の実施 継続 教育総務課 Ａ Ａ

134 安全な消耗器材等の購入の推進 継続 教育総務課 Ａ Ａ

【評価総括表】

評価基準等 25年度 24年度

到達度評価＝Ａ 117 118

到達度評価＝Ｂ 16 15

到達度評価＝Ｃ 2 0

評価なし＝「-」 1 1

事業終了＝「／」 2

合計 138 134

施策　24

施策　23

主要事業

　　　　教育人口の増加に伴う計画的な学校教育施設の整備に向けた取組

　　　　　教育施設の老朽化対策に向けた取組

　　　　　良好な学習環境の整備に向けた取組

基本方針
施策　21

主要事業

5

主要事業

安
全
で
安
心
な
調
布
の
教
育
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る

施策　22

主要事業

　　　　　シックハウス対策に向けた取組

施策　19　　　　　地域とともに進める郷土愛を高める取組

主要事業

基本方針

4

学
校
・
家
庭
・
地
域
の
役
割
と
責
任
に
基

づ
い
た
連
携
を
進
め
る

施策　20　　　　　地域ぐるみの学校環境整備に向けての取組

主要事業
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成果と課題
・
・

・

（３）　基本方針１　生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

総　括

施策１ 命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組

取組実績
・
・
・
・
・

・

・

人権教育ニュースを発行するとともに，人権教育指導資料を作成し，全教員に配布した。
いじめ等の問題行動実態把握のため，「問題行動調査」や「心の状態調査」を実施した。
スクールカウンセラーの配置日数を拡充し，学校における教育相談体制の充実を図った。
情報モラルをテーマとしたセーフティー教室を小学校９校，中学校４校で実施した。
要保護児童対策地域協議会の実務者会議に出席し，関係機関と連携・協力して組織的対応を図っ
た。
調布市「いじめ防止対策基本方針」を策定し，全校が「学校いじめ防止対策基本方針」を作成し
た。
調布市いじめ撲滅の手引き及びリーフレットを作成し，全教職員及び児童・生徒・保護者に配布し
た。

人権教育ニュースを電子データで全教員に配信したが，学校により開封状況に差がある。
児童虐待の未然防止に関する情報を全小・中学校で共有するとともに，継続して関係機関との連携
を強める必要がある。
都費スクールカウンセラーが全校配置されることに伴い，今後の連携のあり方について検討してい
く。

施策２ 大人が子どもの人権を守り，子どもを大切にする意識を啓発する取組

取組実績
・

・

公民館事業として，子育て中の家族を支援するために，家庭教育講座等・子育てセミナーを保育付
きで開講した。
公立小・中学校のＰＴＡに対し家庭教育セミナーの説明会を行い，小学校１２校，中学校３校が家
庭教育セミナーを実施した。

成果と課題
・

・

親子参加型の講座は保育無しで実施でき，親同士，子ども同士の交流もでき，有効な事業となって
いる。
土曜日に講座を実施することにより，父親の参加が増えた。また，長期に開催される講座では，母
親同士のつながりが生まれ，自主的な勉強会活動への継続を望む声も多く聞かれる。

施策３ 子どもの豊かな心を育む取組

取組実績
・
・
・

・
　

小学校移動教室（５年生）や臨海学園（６年生）を小学校２０校で実施した。
中学校移動教室では８校が木島平村でスキー教室を実施した。
道徳教育推進委員会新学習指導要領（中学校）を踏まえたものとするため，内容改善に向けた準備
を行った。
調布市立小学校連合音楽会，調布市立中学校連合音楽会を開催した。

成果と課題
・
・
道徳教育推進のため，道徳教育推進委員の役割について，その認識を一層高める必要がある。
市内私立小・中学校に連合音楽会への参加を呼びかけ，参加校の拡大を図る。
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緊急時における子どもの心のケアについて，スクールカウンセラーや教育相談員の専門性を高め，
学校教職員や関係機関との連携を推進することが重要である。
・

今後の方向性
・

・
・
・

人権意識の高揚を図るとともに，いじめ・児童虐待の未然防止・早期発見，早期解決の取組を進め
る。
道徳教育の充実を図るとともに，保護者や地域の方々に対しても，道徳教育の重要性を広める。
子どもを取り巻く関係機関との連携を深める。
子育て中の若い世代が，楽しみながら多くを学び，交流できるような子育て支援事業を実施してい
く。

施策４ 緊急時における心のケアなど，関係機関との連携にかかわる取組

取組実績
・

・
・

子どもを取巻く関係機関（学校・医療機関・子ども家庭支援センターすこやか・児童相談所・行政
関連部署等）との連携を推進した。
スクールカウンセラー連絡会で，緊急時における子どもの心のケアについて周知した。
教育相談所相談員とスクールカウンセラーが関係機関とも連携して，児童・生徒の心のケアを行っ
た。

成果と課題
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指導室1

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 1 命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組

行革プラン

事業名
番号

人権教育推進委員会の取組と人権教育全体計画や
年間指導計画の作成とそれに基づく指導の推進 事業主管課

終了

３　平成２５年度の取組状況

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業

１　目的（事業のねらい）
　人権教育推進委員会において，調布市の人権課題に基づいた授業研究の公開や啓発資料の作成等を通して，
教職員の人権意識を高め，児童・生徒への指導に生かす。また，人権教育全体計画や年間指導計画に基づいた
指導を推進することでねらいを明確化し，効果的な人権意識の啓発・高揚を図る。

２　目標（事業計画）
　市内小・中学校の人権教育にかかわる課題を明らかにし,その対応についての研修や授業研究等を通して人権
教育推進委員の人権意識の高揚を図る。
　東京都人権尊重教育推進校事業を市内小学校に設定し，授業実践を通した人権教育の推進を図っていく。

　各校の取組に関する情報交換及び人権尊重を視点とした授業研究と人権教育幹事会の設置，年3回の人権教育
ニュース及び人権教育指導資料「人権教育の推進と啓発」を編集し，全教職員に配布した。
　第1回目の人権教育推進委員会では，男女共同参画推進課との共催により講演会を実施した。
　上ノ原小学校では，人権尊重教育推進校として，「自分も大切　みんなも大切　認め合い」をテーマに取り
組み、日々の教育活動や授業実践に盛り込んで活動し，その様子を人権教育推進委員に啓発することで，自校
の取組の推進と本市や近隣地区の人権教育の啓発を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ 一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ

　啓発資料の周知徹底を図るための働きかけを工夫していく。
各校で人権教育の具体的実践が図れるよう，国や都，他地区の人権教育の資料を提示し，推進していく。

年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　教職員の人権意識を高める資料を作成し，全教職員に周知することができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　人権教育ニュース6５，6６，6７号及び人権教育指導資料の作成に向けた準備を行っていく。
　人権教育ニュースを電子データで配信することで開封状況が確認でき，教員への周知状況の把握に努めてい
る。しかし，学校レベルで開封状況に差があるため，今後も，周知徹底を図るために，校長会等での指導を継
続する。

④ 平成２７年度の方向性
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　「問題行動調査」「いじめの実態把握調査」「ふれあい月間調査（年３回）」「心の状態調査」を実施し，各
校における状況を把握し対応するとともに，調布市全体の傾向を分析して報告を行い，問題行動の未然防止に繋
げることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　校長会，副校長会，生活指導主任会における研修機能を充実させ，いじめ等問題行動の未然防止，早期発見，
早期解決を促す取組を行っていく。
　「心の状態調査」は当面実施せず，ふれあい月間におけるアンケート調査の定期的な取組を実施する。

④ 平成２７年度の方向性
　各職層における研修の充実を図るとともに，ふれあい月間における取組等を基に調布市全体の傾向を分析して
報告を行い，問題行動の未然防止に努める。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

２　目標（事業計画）
　市内小・中学校における暴力行為，いじめ，不登校等の実態把握を進め，問題行動の未然防止と対応のための
調査を実施する。都における「ふれあい月間」とも関連させながら医師会と連携した「心の状態調査」を実施す
る。
　また，生活指導主任会での情報交換・情報共有，研修の充実を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　「問題行動調査」等の結果を踏まえながら，暴力行為・いじめ・不登校のデータを分析し各校における課題を
洗い出すとともに，学校の組織的な対応や未然防止等を各校で具体化できるよう指導した。
　６月に実施した「ふれあい月間」や「問題行動調査」，７月及び９月に実施した都や国の「いじめの実態調
査」「いじめの追跡調査」等の調査のもと，いじめの問題について実態把握するとともに，解決に向けての指
導・助言を生活指導主任会や学校訪問の中で行った。
　１１月に実施した「ふれあい月間」や生活指導主任会での報告のもと，いじめの問題について実態把握すると
ともに，解決に向けての指導・助言を校長会，副校長会，生活指導主任会や学校訪問の中で行った。
　「心の状態調査」を１月に実施し，分析結果を各校において活用するよう校長会等で説明した。

　問題行動調査（国）や小学校５・６年生と中学生を対象とした「心の状態調査」（調布市）を実施し，その結
果分析を行うことにより，暴力行為，いじめ，不登校等の問題行動の実態を把握し，課題の焦点化を図り，問題
行動の未然防止や被害，加害者への効果的な取組を進める。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン 終了

事業名

１　目的（事業のねらい）

番号
問題行動調査や「心の状態調査」の実
施と分析・検討

事業主管課 指導室2

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 1 命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　相談員のスキルアップのための研修・事例検討会等を計画どおり実施することができた。
教育相談所の事業内容を周知し，児童・生徒や保護者・教職員が気軽に利用できるように，教育相談所だより等
の各種刊行物の発行・配布を行うとともに，市報，ＨＰで周知を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続き各相談事業の充実のため，研修等で相談員のスキルアップを図り，相談者一人一人へのきめ細かな支
援を行う。
ソーシャルワーカーについては，相談窓口をわかりやすくするとともに相談体制の強化を図るため，平成26年
度から教育支援コーディネーター室のスクールソーシャルワーカー（指導室所管）に一本化した。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き各相談事業の充実のため，研修等で相談員のスキルアップを図り，相談者一人一人へのきめ細かな支
援を行うとともに，関係機関との連携を推進する。

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

　教育相談所の各種相談事業の充実のため，研修・事例検討会等で相談員のスキルアップを図り，相談者一人一
人へのきめ細かな支援を行う。また，教育相談所の事業内容を広く周知し，児童・生徒や保護者・教職員が気軽
に利用できるように，各種刊行物の発行・配布等を行う。

３　平成２５年度の取組状況

１　目的（事業のねらい）

　相談員のスキルアップを図り，相談者一人一人へのきめ細かな支援を行うため，下記のような研修・事例検討
会等を開催した。
・学校教育相談研究会を，「学校事故に伴う子どもの心のケア～長期的な支援の方法」，「不登校児童・生徒の
現状と解決に向けて」，「発達特性に応じた子どもへの接し方」をテーマに，３回実施した。
・事例検討会を１１回実施し，相談中のケースについて相談員が助言者の指導を受け，ケースの理解を深めると
ともに，相談技能の向上を図った。
・情緒障害等通級指導学級の巡回指導について，所員研修会を２回実施した。
・関係機関等への視察研修を行うとともに，専門的知識の習得や技術の向上を目指し，東京都教育相談センター
等関係機関が主催する研修に参加した。
　また，教育相談所の事業内容を広く周知し，児童・生徒や保護者・教職員が気軽に利用できるように，教育相
談所だよりを年２回，電話相談の案内チラシ「心のキャッチフォン」を年２回，就学相談のご案内等，各種刊行
物の発行・配布を行うとともに，市報，ＨＰで周知を図った。

４　点検・評価

事業主管課

　児童・生徒を取り巻く様々な問題について，カウンセリングや家庭訪問を通じてより適切な相談を行う。その
ため，研修等で相談員のスキルアップを図り，心理相談，ソーシャルワーカー相談，電話相談，就学相談を充実
させる。また，悩みや不安を抱える子どもや保護者に教育相談所を利用していただけるよう，広報活動の充実を
図る。

２　目標（事業計画）

3

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 1

事業名

命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組

教育相談所
番号

教育相談所の相談の充実
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度は，市費スクールカウンセラーの中学校への配置日数を，年間２８日から小学校と同様の年間３
５日に拡充した。また，都費スクールカウンセラーについても，全校配置となったため，全小・中学校２人体制
で学校内の教育相談体制の充実を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２５年度から東京都公立学校スクールカウンセラーが全校配置になったことに伴い，今後の連携のあり方
について検討していく。
　平成２6年度は，小学校５年生，中学校１年生を対象に全員面接を実施予定。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２５年度から東京都公立学校スクールカウンセラーが全校配置になったことに伴い，今後の連携のあり方
について検討していく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

　平成２５年度は，市費スクールカウンセラーの中学校への配置日数を，年間２８日から小学校と同様の年間３
５日に拡充した。また，都費スクールカウンセラーについても，全校配置となったため，全小・中学校２人体制
で学校内の教育相談体制の充実を図った。
 小学校スクールカウンセラー     利用者延人数　14,335人（平成24年度　10,359人）
（市配置）7.75時間　×　年35日　×　20校
（都配置）7.75時間　×　年35日　×　20校（平成24年度　6校）
 中学校スクールカウンセラー 　利用者延人数　6,350人（平成24年度　6,753人）
 （市配置）7.75時間　×　年35日　×　  8校（平成24年度　年28日）
 （都配置）7.75時間　×　年35日　×　  8校
 スクールカウンセラー連絡会開催　3回
「緊急時における子どもの心のケアについて」，「不登校児童・生徒への支援について」，「特別な支援・配慮
が必要な児童・生徒へのスクールカウンセリンラーのかかわり方について」，「子どものＳＯＳのサインを受け
とめるためのスクールカウンセラーの役割について」等

教育相談所4

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）

終了

事業名
番号

スクールカウンセラーの活用の推進 事業主管課

３　平成２５年度の取組状況

　小・中学校に配置しているスクールカウンセラー等の相談体制を充実させ，学校におけるいじめや不登校，虐
待等の防止や早期発見に努めるとともに，児童・生徒への対応・心のケアを含めた相談を行う。また，教職員・
保護者に対する助言等を行い，学校内の教育相談体制の充実を図る。

２　目標（事業計画）
　スクールカウンセラーが児童・生徒，保護者の相談を行うとともに，教職員と情報交換を行い，不登校・いじ
め・問題行動等の早期発見，対応，深刻化の防止を図る。

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 1 命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組
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基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 1 命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組

行革プラン 終了

事業名

１　目的（事業のねらい）

番号
情報モラル教育の推進 事業主管課 指導室5

２　目標（事業計画）
　児童・生徒に対しては，セーフティ教室をはじめとする意識啓発の機会を設定する。教員に対しては，情報モ
ラル研修会を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
　市内全小･中学校で調布警察の指導によるセーフティ教室を実施した。第１部は児童・生徒対象，第２部は保
護者を対象に実施した。
  情報モラル研修会では，携帯電話関連企業による研修会を実施し，２４名の教員が参加して，子どもを取り巻
くインターネット事情とそのリスクについて理解を深めた。
　生活指導主任会において情報モラル研修会として，NTTドコモ事務局による「ケータイ安全教室」を実施
し，Line等のソーシャルネットサービス（SNS）による子どもへの影響や実態について理解を深め，生活指導
に役立てた。
　

　情報社会における正しい判断や望ましい態度を育成する情報モラル教育を推進し，スマートフォンや携帯電話
等のインターネットを介したいじめ等の人権問題に対する意識啓発を図る。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　セーフティ教室に情報モラル教育の内容を取り入れて実施し，児童・生徒とともに，保護者にも情報提供と意
識啓発を図ることができた。
　情報モラル研修会では，スマートフォンや携帯電話の適切な使用法やいじめ等の未然防止と対策を研修するこ
とができ，教員の指導実践力を高めることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　Line等によるいじめや不適切な使用により，被害を受ける児童・生徒が急増し，急速に普及するスマートフォ
ン等の情報端末機器の適切な使用方法の対策が急務である。インターネットを介したいじめの未然防止に対して
も，セーフティ教室や道徳の授業において，携帯電話等の適切な使用について掲載されている文部科学省発行の
「私たちの道徳」などを活用し，なお一層の指導の充実を図っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き，内容を充実させ，児童・生徒に対して，情報端末の適正な使用法と危険性について指導していく。
また，保護者や地域等に対し，スマートフォンや携帯電話に関する情報提供や意識啓発を行い，家庭教育の向上
を図っていく。
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事業展開 継続

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 1 命の大切さと規範意識を醸成し，子どもの人権を守る取組

拡充

事業主管課 指導室，教育相談所

終了

事業名

新規 計画事業

番号
要保護児童対策地域協議会との連携

行革プラン

6

　児童虐待の深刻化を未然に防ぐため，要保護児童に対する見回りを学校との連携を密にしながら行い，要保護
児童対策地域協議会におけるケース会議に指導室職員代表者が参加し，関係機関と連携・協力して組織的対応を
行う。

３　平成２５年度の取組状況
　教育支援コーディネーター室のコーディネーターを中心に，要保護児童対策地域協議会におけるケース会議を
取りまとめ，スクールソーシャルワーカーを出席させ，関係機関と学校との連携のため検討・協議をし課題解決
のための組織的な対応を図った。
　要保護児童に関して，各学校の出席状況の様子について指導室へ毎月報告できる体制を整備した。
　年３回の実務者会議に統括指導主事とスクールソーシャルワーカーが出席し，各関係機関と連携強化について
検討・協議した。
　児童相談所と直接情報交換する機会を８月と３月に設定し，連携強化が図れるようにした。
　校長会や副校長会において，要保護児童対策地域協議会の周知を年度当初に行い，要保護児童等に挙げられる
子どもの状況を組織的に支援していくよう依頼した。

４　点検・評価

１　目的（事業のねらい）
　児童虐待防止のため，調布市では要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）を設置してい
る。教育委員会もその構成員として，協議会を構成する関係機関と連携・協力し，要保護児童等に対する支援を
図る。

２　目標（事業計画）

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　ケース会議において，指導室より指導主事やスクールソーシャルワーカー，教育支援コーディネーターが出席
し，学校や各関係機関と連携している状況について検討・協議し，改善に向けた具体的な対応策を整理して組織
的な対応を図ることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　家庭の状況により，具体的な改善策をもって対応することが困難なケースがあった。このことから，当該児
童・生徒の状況を最もよく把握している学校の意向を，教育支援コーディネーター室や子ども家庭支援センター
などが円滑に支援することができるよう連携を強化する。

④ 平成２７年度の方向性
　要保護児童が在籍する学校を含め，全ての小・中学校が児童虐待防止に向け，教員の意識を高めるため，指導
室が情報提供を行ない，児童相談所等との連携を一層強化する。
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基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 2 大人が子どもの人権を守り，子どもを大切にする意識を啓発する取組

事業名
番号

子育て支援のための家庭教育事業の実施 事業主管課 公民館7

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　家庭での教育の欠如を起因とした，子どもの問題行動や子どもへの虐待などは，家庭でどのように子どもを
教育したらよいか分からずにいる親が多いことも要因の一つである。特に核家族や若い世代の保護者に対して，
学びの場や情報を提供することで，子育て家族の支援を行う。

２　目標（事業計画）
　若い世代の子育て中の家族を支援するための家庭教育事業を実施する。
一時保育を実施することで，子育て中の保護者が学びやすい環境を整える。

３　平成２５年度の取組状況
東部公民館
家庭教育講座Ⅰ（全３回）「２歳児の音感教育」，Ⅱ（全３回）「子どもとお金」，Ⅲ（全３回）「２歳児の音
感教育２」，Ⅳ（全３回）「子育てにロマンを」，Ⅴ（全２回）「本の読み聞かせ」
西部公民館
家庭教育講座Ⅰ（全３回）「子育てに心の余裕が欲しいと願うあなたのための講座」，子育てセミナーⅠ（全１
５回）「仲間と出会い，子どもと自分を育てよう」，子育てセミナーⅡ（全４回）「調布に暮らすあなたに贈る
いのちのバトン」，家庭教育講座Ⅱ（全２回）「こんな時どうしたらいいの？～子どもや夫との関係を変えて，
もっと元気になりたい人のための講座」
北部公民館
親子ふれあい教室（全３回）「五感と体を使って遊ぼう」，家庭教育講座Ⅰ（全４回）「幸せになれる子に育て
たい」，Ⅱ（全２回）「大人も子どもも幸せなスマホユーザーを目指して」

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　親が子育てを学習する機会だけでなく，子どもとともに学び・体を動かす事業も実施することで，幅広く子育
てをとらえるようになっている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　父親の参加も少しずつ増えているが，父親同士の会話の機会をつくれるような事業展開も考慮したい。

④ 平成２７年度の方向性
　若い世代だけでなく，３世代交流も模索しながら，多世代で子育てを考える事業に発展させていきたい。

４　点検・評価

①　到達度
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基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 2 大人が子どもの人権を守り，子どもを大切にする意識を啓発する取組

事業名
番号

家庭教育セミナーの実施 事業主管課 社会教育課8

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　家庭教育に関する知識や意識の向上を図るため，市内公立小中学校ＰＴＡが企画，実施する家庭教育セミナー
に対して，助言や助成などの支援をする。

２　目標（事業計画）
・家庭教育セミナー説明会の実施
・セミナー実施にあたっての助言
・家庭教育セミナーを実施する学校に対する講師・手話通訳者謝礼の助成及び広報の協力

３　平成２５年度の取組状況
　５月に公立小・中学校のPTAに対し，家庭教育セミナー説明会を実施し，実施要領と事務手続き等について
説明した。セミナーの開催に当たっては実施内容に関する助言のほか，広報支援として市報ちょうふ及び市ホー
ムページへの開催情報の掲載を行った。
　セミナー開催後は，実施終了校のPTAから実施報告書を受領し，申請に基づき，講師謝礼等の助成金を支
払った。
　平成２5年度は１３校で実施。
【実施校】多摩川小（９月７日）　第八中（９月７日）　　布田小（９月１２日）　第六中（９月１４日）
　　　　　第七中（９月２１日）　第三中（９月３０日）　第三小（１０月１日）　飛田給小（１０月８日）
　　　　　染地小（１０月２４日）石原小（１０月２９日）第一小（１１月２９日）富士見台小（１２月７日）
　　　　　国領小（１２月８日）

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各校のPTAが自ら事業を企画することで，保護者自身が知りたい情報や学びたい内容で講演が実施でき，家
庭教育の支援に寄与できたものと考える。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２５年度の実績を踏まえ，継続して実施する。

④ 平成２７年度の方向性
　PTAの家庭教育に関する活動を継続して支援する。

４　点検・評価

①　到達度
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　検討の結果実施に至らず，宿泊体験や学校での体験活動などの広い観点から，再構築を図るべきとの結論を得
た。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　宿泊体験全体の中での位置づけを明確にするため，新たな教育プランの策定に合わせた検討を行う。

④ 平成２７年度の方向性
　新たな教育プラン策定の中で５年生以上の宿泊体験を明確に位置付け，新たな体系に沿った事業実施や内容の
充実等を図る。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｃ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　新学習指導要領では，豊かな体験を通して規律ある生活や社会性を身に付けるなど，道徳性の育成を図る自然
体験活動の必要性を掲げていることから，小学校４年生も含め自然体験学習について検討会を設置して検討す
る。

２　目標（事業計画）
　小学校4年生での宿泊体験の効果について研究し，今後の実施の有無や実施方法について検討し，宿泊を伴う
体験学習の体系化を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　指導室内での検討を行ったが，モデル事業の予算化がされなかったことや，これまでのモデル事業の取組か
ら，場所や費用面も含めた効果を見出すことができず，結論を出すに至らなかった。
　平成23年度は多摩川小学校，平成24年度は多摩川小学校及び滝坂小学校で実施した，4年生の宿泊体験モデ
ル事業の実施結果を基に校長からの意見聴取や，指導室内での検討を行った。
　また，平成25年度は文部科学省の「健全育成のための体験活動推進事業」を活用し，5年生の宿泊体験にお
いて，児童からのアンケート調査を行い，その調査結果を基に，健全育成の観点からの宿泊体験のあり方の検討
を行った。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

宿泊を伴う自然体験学習の検討 事業主管課 指導室9

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 3 子どもの豊かな心を育む取組
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基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 3 子どもの豊かな心を育む取組

事業名
番号

小学校移動教室と夏季施設の実施 事業主管課 指導室，学務課10

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
小学校５年生を対象に八ヶ岳少年自然の家を利用して，ハイキングや現地農場での体験，工場見学等の移動教室
を実施している。また，小学校６年生では，夏季施設において臨海学園を実施している。校外での体験学習のな
かで自然に親しみ，豊かな心をはぐくむとともに集団行動を通して，協調性や規律性を養う。

２　目標（事業計画）
　他の地域の自然や文化に触れる体験や宿泊体験を通して，豊かな心とたくましい体を育成するとともに基本的
な生活習慣や公衆道徳の育成を図り，集団生活を通して協調性や規範意識を養う。
　また，移動教室については，国が補助する「健全育成のための体験活動推進事業」を活用し，協調性や自然を
大切にし，命を慈しむ心を養うと伴に，友達同士のふれあいを深める。

３　平成２５年度の取組状況
　小学校移動教室：４月に運営委員会を開催，運営委員長，副委員長，委員２０人，看護師とともに１泊２日の
実地踏査を行った。５月から１０月までの間に，市立小学校２０校の５学年児童が八ヶ岳少年自然の家を利用し
体験学習等を実施した。また，１２月に第２回運営委員会を開催し，今年度における成果及び課題の検討を行っ
た。
　夏季施設：４月に第１回運営委員会を開催。５月に委員長・委員参加の下で日帰り実地踏査を行い，６月の第
２回運営委員会で実施詳細を決定した。７月から８月の１５日間で，６学年児童が千葉県岩井海岸の民宿を利用
し臨海学園を実施した。（参加児童数１，６３９人／６学年在籍数１，６７０人。参加率：９８.１％）また，９
月に第３回運営委員会を開催し，今年度における成果及び課題の検討を行った。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　小学校移動教室：事前事後のアンケート調査から，協調性や自然を大切にし命を慈しむ心が養われていること
が分かり，宿泊・酪農体験など非日常的な体験が効果的だった。
　夏季施設：平成24年度同様，参加率 98.1％と高い水準を維持しており，多くの児童が参加する中で，事業
目的を達成できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　移動教室においては，アレルギー児童への対応が円滑に進むよう，施設との事前調整及び確認を徹底する。ま
た，夜間緊急時の移送方法について，更なる整備を図る。夏季施設においては，児童の安全確保及び事業を円滑
に実施するため，的確な情報取集と災害時の対応体制の維持に努める。また，食物アレルギー対応として，児童
の体調面などを熟知し経験豊富な付添看護師に看護業務に合わせて，アレルギー対応支援業務を追加し，万全の
体制整備に努める。

④ 平成２７年度の方向性
　移動教室：体験学習のメニューを充実させ，学校毎に特色のある移動教室を実施できるよう運営委員会で検討
する。
　夏季施設：災害発生時等の迅速な対応体制の維持や，食物アレルギー児童への対応の充実に向け検討しなが
ら，従来どおり小学校20校で実施する。

４　点検・評価

①　到達度
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基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 3 子どもの豊かな心を育む取組

事業名
番号

中学校移動教室の実施 事業主管課 指導室11

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　中学校1年生または2年生を対象にスキー教室等を実施し，自然に親しみ，豊かな心をはぐくむとともに集団
行動を通して，協調性や規律性を養う。

２　目標（事業計画）
　木島平村の自然の中で宿泊しながら集団活動を行うことで協調性や規律性を養う。

３　平成２５年度の取組状況
　４月に運営委員会を開催し，８月に運営委員長，副委員長，委員８人，看護師とともに１泊２日の実地踏査を
行った。１月から２月までの間に，市立中学校８校の１学年または２学年の生徒がスキー実習を実施した。ま
た，２月に第２回運営委員会を開催し，今年度における成果及び課題の検討を行った。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　中学校移動教室を通して生徒の協調性や規律性を養うことができた。
　また，スキー実習だけでなく，鬼島太鼓演奏鑑賞を取り入れた学校も多数あり，地域文化の素晴らしさを体験
できた。
　木島平山荘が廃止になったことに伴い，木島平村の民間の宿泊施設を利用したが，宿泊費の助成として調布市
姉妹都市宿泊費助成事業を活用することができたため，保護者に大きな負担増はなく，引き続き事業を実施する
ことができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　２年生職場体験，３年生修学旅行とのかかわりから，全校１年生実施に向けての環境を整えていく。
　移動教室実施中にインフルエンザ等を発症し，やむを得ず保護者が木島平村まで迎えに来た場合の対応。及び
インフルエンザ対応に伴う保険への加入検討。
　アレルギー対応の徹底（施設へのメニューの統一検討や成分表の早期提出依頼など）

④ 平成２７年度の方向性
　スキー実習以外のメニューについて調査し，学校毎に特色のある移動教室を実施できるよう運営委員会で検討
する。

４　点検・評価

①　到達度
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　若手教員等を中心とした研修体系の見直しを図り，道徳授業の充実を図る。
　道徳授業地区公開講座実施報告書の提出を求め，各学校での工夫した取組を集約し，成果を周知する。
　文部科学省では，「道徳の時間」を平成30年度をめどに教科化しようとする動きがあり，平成27年度には先
行実施される見通しとなっている。評価については，数値評価を行わず，記述式などの多様な評価が検討される
見込みであるが，教科化された場合には，教員の道徳に関する指導力の向上も必要であることから，文部科学省
の動向に注視し，対応を検討していく。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各学校は，子どもたちの道徳性の育成のために，道徳教育推進教師を中心として，意図的・計画的に，適正な
道徳授業を実施した。
　各学校は，保護者・地域と連携を図った道徳授業を推進した。
　各学校は，年間３５時間以上の道徳の時間だけでなく全教育活動を通して，子どもたちへの指導を行った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　一単位時間の道徳授業の展開に課題が見られるため，指導主事の学校訪問等を通じて，各学校の道徳の時間の
授業改善を図る。また，道徳授業地区公開講座の意見交換会への保護者・地域の参加促進が課題であり，各学校
の実態を踏まえた取組を工夫する。

④ 平成２７年度の方向性

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　道徳教育全体計画と年間指導計画に基づき，道徳授業の充実を図るとともに，全校での道徳授業地区公開講座
を開催することで，保護者・地域へも道徳教育の重要性を広め，道徳性にかかわる意識の啓発を図る。

２　目標（事業計画）
　市内小・中学校の道徳教育の充実に向けて，下記の取組を推進する。
　国からの道徳教材「心のノート」，東京都からの道徳教材「心あかるく」「心しなやかに」「心たくましく」
の活用についての啓発
　道徳授業地区公開講座の実施とともに，各学校の実態に応じた意見交換会の工夫
　全小・中学校における，年間３５時間以上の道徳授業の確実な実施

３　平成２５年度の取組状況
　市内小・中学校の道徳教育の充実に向けて，下記の取組を行った。
○ 全小中学校における，年間３５時間以上の道徳授業の確実な実施のために，道徳教育全体計画及び道徳教
　育年間指導計画を，全小・中学校から提出させるとともに，道徳教材の活用についての調査
○全小・中学校，全学級において，道徳授業地区公開講座の実施
○道徳授業地区公開講座において，調布市教育委員会指導主事を講師として派遣して，各学校の道徳教育に対す
る指導助言
○子どもたちに，生命の尊さ，人の尊厳等の道徳性の育成を図るために，４月に調布市防災教育の日の「命の授
業」，２学期に「いのちと心の教育月間」実施
○調布市教育委員会指導主事における，年間を通じた継続的な学校訪問等を通じて，全小・中学校の道徳授業の
適正な実施の管理

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

道徳教育への取組 事業主管課 指導室12

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 3 子どもの豊かな心を育む取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　小・中学校連合音楽会において，私立学校の参加こそ実現できなかったが，市内市立中学校に参加の呼びかけ
を行い当該事業の趣旨を周知することができた。参加した児童・生徒は，練習の成果を発揮するとともに，音楽
に慣れ親しむ良い機会となった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引続き私立学校に参加を呼びかけていくとともに，「音楽のまち・調布」を推進するために市立学校の連合音
楽会において，内容の充実を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　連合音楽会運営委員会のあり方を考えると，私立学校の運営委員会等への参加が難しいため，市立学校の連合
音楽会において，内容の充実を図る。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　調布市立小・中学校の教職員で構成する調布市立小・中学校教育研究会が主催し，音楽学習の成果を発表して
いる連合音楽会について，市内の私立小・中学校にも参加を呼びかけ，「音楽のまち・調布」の推進を図る。

２　目標（事業計画）
　私立小・中学校へ参加を呼びかけることにより，オール調布による連合音楽会の実施を目指し，「音楽のま
ち・調布」を推進する。

３　平成２５年度の取組状況
　調布市グリーンホール大ホールにて平成２５年１１月７日（木）に調布市中学校連合音楽会を，平成２５年１
２月５日（木）及び６日（金）に調布市小学校連合音楽会を開催し，調布市立小・中学校各校が合奏・合唱を披
露した。
　中学校では晃華学園中学校・高等学校，明治大学付属明治高等学校・中学校，桐朋学園に参加を依頼したが，
各校との調整がつかず参加は実現しなかった。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

連合音楽会の充実 事業主管課 指導室13

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 3 子どもの豊かな心を育む取組
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４　点検・評価

①　到達度

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度は，市費スクールカウンセラーの中学校への配置日数を，年間２８日から小学校と同様の年間３
５日に拡充した。また，都費スクールカウンセラーについても，全校配置となったため，全小・中学校２人体制
で学校内の教育相談体制の充実を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２５年度から東京都公立学校スクールカウンセラーが全校配置になったことに伴い，今後の連携のあり方
について検討していく。
平成２6年度は，小学校５年生，中学校１年生を対象に全員面接を実施予定。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２５年度から東京都公立学校スクールカウンセラーが全校配置になったことに伴い，今後の連携のあり方
について検討していく。

３　平成２５年度の取組状況
　平成２５年度は，市費スクールカウンセラーの中学校への配置日数を，年間２８日から小学校と同様の年間３
５日に拡充した。また，都費スクールカウンセラーについても，全校配置となったため，全小・中学校２人体制
で学校内の教育相談体制の充実を図った。
 小学校スクールカウンセラー     利用者延人数　14,335人（平成24年度　10,359人）
（市配置）7.75時間　×　年35日　×　20校
（都配置）7.75時間　×　年35日　×　20校（平成24年度　6校）
 中学校スクールカウンセラー 　利用者延人数　6,350人（平成24年度　6,753人）
 （市配置）7.75時間　×　年35日　×　  8校（平成24年度　年28日）
 （都配置）7.75時間　×　年35日　×　  8校
 スクールカウンセラー連絡会開催　3回
「緊急時における子どもの心のケアについて」，「不登校児童・生徒への支援について」，「特別な支援・配慮
が必要な児童・生徒へのスクールカウンセリンラーのかかわり方について」，「子どものＳＯＳのサインを受け
とめるためのスクールカウンセラーの役割について」等

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　小・中学校に配置しているスクールカウンセラー等が，友人関係などの身近な悩みの相談に応じることによっ
て，悩みの解消につなげる。同時に，児童・生徒が自分や他の人の大切さに気づき，思いやりの気持ちや対人関
係の力をはぐくむ手助けを行う。

２　目標（事業計画）
　スクールカウンセラーが児童・生徒，保護者の相談を行うとともに，教員と情報交換を行い，不登校・いじ
め・問題行動等の早期発見，対応，深刻化の防止を図る。

教育相談所14

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン 終了

事業名
番号

スクールカウンセラー事業の充実 事業主管課

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 3 子どもの豊かな心を育む取組
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基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 4 緊急時における心のケアなど，関係機関との連携にかかわる取組

終了

事業名
番号

来所相談・ソーシャルワーカー相談体
制の充実

事業主管課

３　平成２５年度の取組状況

　いじめや虐待等の人権問題に係る相談は早急に対応を要するケースが多いため，その相談体制を整えるととも
に，相談員やソーシャルワーカーが，速やかに関係機関と連携して対応できる体制づくりを進める。

２　目標（事業計画）
　子どもを取り巻く関係機関（学校・医療機関・子ども家庭支援センターすこやか・児童相談所・行政関連部署
等）との連携を推進し，個別のケースについては，ケース会議等でそれぞれの役割を明確にして的確に対応にあ
たる。

(1)  来所相談（心理相談）
　　心理専門職の相談員が子どもと保護者への継続的な面接相談を実施し，必要に応じて子どもへのプレイセラ
　ピーや発達検査，保護者へのカウンセリング，学校や関係機関との連携等を行うことにより，一人一人へのき
　め細かな支援を行った。
　　相談業務の中で，児童虐待が疑われるケースについては，速やかに子ども家庭支援センターすこやかに情報
　提供を行った。また，必要に応じて学校教職員やスクールカウンセラー等と連携しながら，子どもの心のケア
　を行った。
(2)  ソーシャルワーカー相談
　　子どもについての困りごとのうち，福祉的な手だてや家庭支援が必要な場合等にソーシャルワーカー（社会
　福祉士）相談窓口となり，保護者とともに解決の糸口を探った。来所が困難なケース等では，家庭訪問を行っ
　た。必要に応じて学校・教育支援コーディネーター室・子ども家庭支援センターすこやか等関係機関と連携
　し，子どもを取り巻く環境の改善を図った。
　　関係機関主催の研修・連携会議等への参加，研修講師の派遣を行った。

教育相談所15

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　子どもを取り巻く関係機関と連携し，個別のケースについては，ケース会議等でそれぞれの役割を明確にして
対応にあたった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　ソーシャルワーカーについては，相談窓口をわかりやすくするとともに相談体制の強化を図るため，平成26年
度から教育支援コーディネーター室のスクールソーシャルワーカー（指導室所管）に一本化した。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き相談事業の充実を図るとともに，関係機関との連携を推進していく。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　学校での緊急時において，学校のスクールカウンセラーや教育相談所相談員が関係機関と連携し，教職員と一
緒に児童・生徒の心のケアを行うことができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続きスクールカウンセラーや教育相談所相談員が教職員と連携し，児童・生徒の心のケアを行う。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続きスクールカウンセラーや教育相談所相談員が教職員と連携し，児童・生徒の心のケアを行う。

　学校での緊急時において，学校のスクールカウンセラーや教育相談所相談員が関係機関と連携し，教職員と一
緒に児童・生徒の心のケアを行う。

３　平成２５年度の取組状況
　スクールカウンセラーと教育相談所相談員が関係機関とも連携して，学校緊急支援としての心のケアを行っ
た。2件
　スクールカウンセラー連絡会で，緊急時における子どもの心のケアについて周知した。
　学校教育相談研究会で，学校事故に伴う子どもの心のケア（長期的な支援の方法）について，スクールカウン
セラーや学校教職員を対象に専門研修を実施した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　学校で災害・生命にかかわる事故・事件等が発生した場合のような緊急時において，学校のスクールカウンセ
ラーや教育相談所相談員が関係機関と連携し，教職員と一緒に児童・生徒の心のケアに対応できるような支援体
制づくりを進める。

２　目標（事業計画）

16

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室，教育相談所

基本方針 1 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる

施策 4 緊急時における心のケアなど，関係機関との連携にかかわる取組

新規 計画事業

番号
学校緊急支援体制の検討

行革プラン 終了
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中学校のステップアップワークでは，文章題，証明問題などの新たな取組についての検討が必要であ
る。
授業力リーダーを十分に活用できなかったことから，平成２６年度から名称を改め「調布市授業力向
上推進講師」とし，若手教員等の育成の担い手として，積極的な活用に努める。
少人数指導講師の資質・能力の一層の向上を図るための研修を工夫する必要がある。

（４）　基本方針２　「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

総　括

施策５

施策６

取組実績

成果と課題

取組実績

成果と課題

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・

学力向上に向けた取組

個に応じた教育の充実に向けた取組

特別支援教育推進員会の開催，幼稚園や保育園等の関係機関との情報交換会を実施した。
情緒障害等通級指導学級への入級待機を出さないよう，教育部内関係部署が学校と連携し，取り組ん
だ。
情緒障害等通級指導学級への入級申込みが年々増加する状況の中で，申込み時期の見直しを図った。
スクールサポーターの全小学校配置に加え，実情に応じた巡回型スクールサポーターの派遣を継続し
た。
専門家チームによる巡回相談を実施し，特別な支援を要する児童・生徒の指導体制の充実と改善を
図った。
通級指導学級担任による巡回指導を第１ブロックで行った。
調布市の特別支援教育No.44を発行し，各学級に配布した。
日本語指導教室の実施や日本語指導臨時講師の学校派遣を行った。
就学相談の充実のため，研修等で相談員のスキルアップを図った。
子ども発達センター等と連携して就学相談の周知を図った。
教育支援コーディネーター室では，電話等による申込みに基づいたコーディネートまたはスクール
ソーシャルワーカー等専門家の派遣を行った。
科学センターを運営し，観察・実験や現地学習を行った。

各校の教育課程に関する調査分析をし，市としてのガイドラインを作成・提示した。
外国人英語指導講師を全小・中学校に配置した。
授業改善推進プランの検証を各学校が実施し，成果と課題をまとめた。
ステップアップワーク（小学校（国語，算数），中学校（数学））を作成し，児童・生徒の基礎学力
の定着と向上を図った。
授業力リーダーを各校より選出し，研修会の講師として活用した。
小学校全校に算数を中心として指導する少人数指導講師を配置した。
算数少人数指導講師の資質向上のため，近隣地区の研究会等に２回参加した。
全小・中学校に学校図書館専門嘱託員を配置した。（上ノ原小学校は２人体制，第一小学校・杉森小
学校は６時間勤務の学校図書館専門嘱託員を配置）
計画的な蔵書構築のため，各学校に対し，蔵書計画を毎年作成し，提出することを義務付けた。
理科支援員を小学校全校に配置した。
理数教育地区公開講座（地域教員・保護者対象）を布田小学校で１回開催した。

情緒障害等通級指導学級への入級申込みが年々増加する状況の中で，今後も待機を出さないよう，引
き続き教育部内関係部署が学校と連携し，取り組んでいくことが重要である。
巡回型スクールサポーターの人数が少ないため，効果的な指導に結びついていない可能性がある。
教育支援コーディネーター室では相談件数が増加し，ケースが複雑化していることから，関係諸機関
との十分な連絡を図り，効果的な対応が必要である。

・

・

・

・
・

・
・

・

・
・
・
・
・
・

・

・

・
・
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中学生職場体験学習の受入事業所の確保に苦慮しており，準備が必要である。
ボランティア活動が地域との関わりにより世代間交流にもつながっている。
各学校の実態や特色に応じた環境教育に関する事業を検討する必要がある。

取組実績
施策７

施策８

中学生の職場体験学習に中学校の第２学年の生徒全員が概ね５日間参加した。
多摩川クリーン作戦等のボランティア活動に児童・生徒が参加した。
東日本大震災以降の節電対策に各学校の児童・生徒が主体となって取り組み，電力使用量を削減し
た。

東京都及び全国の体力テストを実施した。
東京都の「児童・生徒の学力向上を図るための調査」における生活習慣状況調査に基づき，学習意識
実態調査の報告書をまとめた。
食育講演会，親子料理教室（年間５回）を開催した。また，また，食生活学習教材を小学校１・３・
５年生に配布した。
小児生活習慣病予防健診（肥満度測定，血液検査等）を実施した。
食物アレルギー事故の再発防止に向け，平成２５年度２学期以降，使用禁止食材（そば・ピーナッ
ツ）の決定，小学校での色分けトレイ・食器の導入，対応用書類の統一，布田小学校給食室専用調理
スペースの設置，慈恵第三病院アナフィラキシー対応ホットラインの運用，教職員等への研修実施な
ど，順次対策を実施した。（研修は，主に１学期から２学期にかけて対応）。

取組実績

成果と課題
体力テストの結果を基に，各学校が体力向上に向けた取組が具体化できるようになった。
家庭での食育に対する意識の向上が図れた。
生活習慣の改善については，長期的な視野から検証する必要がある。
食物アレルギー対策については，専門的な立場からの意見や実際の現場の状況，保護者の希望など，
色々な角度から検討し効果的な取組を導入できた。

施策９
取組実績
都の補助制度を活用し，部活動の外部指導員を活用した。
特別支援学級に在籍する生徒の部活動に当たり，各学校で工夫をしながら指導補助を行った。
各学校の特色ある教育活動を紹介する冊子を発行した。
中学校学校選択制について，小学生自身が制度を正しく理解できるよう，小学生向けの案内冊子を作
成・配布した。

成果と課題
・
・

・

健康づくりに向けた取組

社会の変化に対応する取組

特色ある学校づくりに向けた取組

専門性の高い外部指導員の確保の方法を検討する必要がある。
特別支援学級に在籍する生徒は，障害の状況によっては通常学級の生徒と同じ部活動を行うことが難
しいことから，希望者が減少する傾向にある。
中学校学校選択制では，受入れ予定人数を超える希望者のあった一校で公開抽選実施した。また，小
学生向けの案内冊子は８校中7校で作成した。今後は全校で作成できるよう調整を図る必要がある。

・
・

・

・
・

・
・
・
・

成果と課題
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
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・
・

成果と課題
幼・保・小が連携して小１問題の解決やｉファイルシステム・就学支援シートの周知・活用を図る必
要がある。

施策10
取組実績
不登校状態の分析を行い，改善事例等について各学校に情報提供を行った。
「太陽の子」，「相談学級」を運営し，原籍校復帰を目指した小集団での適応指導を行った。
大学生を不登校児童・生徒のメンタルフレンドとして家庭に派遣するとともに，不登校生徒を対象に
テラコヤスイッチを運営した。
教育支援コーディネーター室に社会福祉士等の資格を有する２人のスクールソーシャルワーカーを配
置し，問題解決に当たった。
市立小・中学校全校にスクールカウンセラーを配置し，学校における教育相談体制の充実を図った。
不登校児童・生徒の保護者を対象とした「学校に行きづらい子どもの保護者の集い」を３回開催し
た。
教育支援コーディネーター室主催「不登校プロジェクト」を実施し，東京学芸大学松尾研究室と連携
を図り，調布市の現状と課題について共通認識を図った。

成果と課題

・

・
・
・

・

・
・

・

・

・

・

学習指導要領の完全実施における各校の適正な授業状況を把握・評価し，指導・助言する。
教科用図書及び学習指導要領についての研究を行い，指導・評価資料の提供を行う。
外国人英語指導講師と教科担任教員との連携を密にして，より一層の活用を図る。
授業改善推進プランを作成させ，各校の児童・生徒の課題に即した取組を講じて実践していく。
少人数指導講師を引き続き全校に配置する。
特別支援教育推進計画が実施されるよう，内容の周知を図る。
就学等検討委員会の運営については，特別支援学級設置校長会との連携を推進しながら実施してい
く。
特別支援学級に在籍する生徒のための部活動については，本人や保護者の希望を可能な限りかなえら
れるよう，支援していく。
中１ギャップ解消のための教員研修を行う。
「学校に行きづらい子どもの保護者の集い」を今後も継続して開催していく。
教育相談所のソーシャルワーカーと教育支援コーディネーター室のスクールソーシャルワーカーを一
本化し，相談窓口をわかりやすくするとともに，相談体制の強化を図る。

施策11幼・保・小，中連携教育の推進に向けた取組

今後の方向性

相談学級の通室・通級希望者が増え，待機者が出ている一方で，出席の少ない生徒とのバランスが課
題となっている。
学級担任がテラコヤスイッチに来室し，本人の進路についての意思確認ができるなど，学校との接点
の場になった。
「学校に行きづらい子どもの保護者の集い」の参加者アンケートでは，集いの継続を希望する意見が
多かった。

取組実績
小中連携推進協議会において，地域教育懇談会を全中学校区で実施した。
幼保小連携検討会議を開催し，情報交換を行った。

不登校児童・生徒に向けた取組

・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・
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新規 計画事業

番号
新学習指導要領による新しい教育課程
にかかわる取組

行革プラン拡充

事業主管課

終了

指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　新学習指導要領検討委員会を中心とした新しい教育課程編成への研究を進めることで，学習指導要領の趣旨を
活かした教育課程を編成する。

２　目標（事業計画）

17

事業展開 継続

　学習指導要領の趣旨を生かした教育課程の進行・管理を行う。

３　平成２５年度の取組状況
　平成２３年度に小学校，平成２４年度に中学校が完全実施となった新学習指導要領については，各学校におい
て，言語活動の充実や理数教育の充実等の改善の視点が盛り込まれた教育課程になるよう指導し，管理してき
た。
　また，指導室訪問や指導主事等の学校訪問を通して，教育内容の改善を図る指導・助言を継続して実施した。

４　点検・評価

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

①　到達度

評価
Ａ

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　市内各校においては，授業での言語活動の充実や，道徳教育の充実が図られた。また，都の加配教員を活用し
た算数や数学における少人数指導の充実が図られ，学習指導要領の改善のポイントに沿って適切に実施された。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　学習指導要領の目標や内容が，授業の中で具体的に実践されるよう，校内研究の充実や指導主事等の学校訪問
における指導を通して，適切に実施されるよう指導・助言していく。
　小学校及び小・中学校特別支援学級教科書採択において，新たに盛り込まれる内容についての理解を図り，教
員の認識を改めさせていく。

④ 平成２７年度の方向性
　国において，道徳教育の教科化が推進されているという動向を踏まえた教育課程の編成に取り組んでいく。
中学校及び小・中学校特別支援学級教科書採択について，小学校における採択での課題を踏まえた円滑な採択事
務に努める。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　全校に年間指導計画，評価計画を作成させ，児童・生徒の実態に即した授業実践を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　学習内容の記述において，具体性に乏しい教科があったので，年間指導計画の学習内容の充実を図っていくた
めに，より具体的な記述に努める。

④ 平成２７年度の方向性
　小学校の教科書採択に伴い，小学校の学習内容に新たな視点が加わるため，計画の見直しを図っていく。

　市内小・中学校全校において，年度当初に全教科・全学年の年間指導計画，評価計画を作成させ，計画に基づ
いた学習要指導を展開していく。

３　平成２５年度の取組状況
（１）学習指導要領の趣旨を踏まえた適正な教育課程の編成に努めた。
（２）学習指導の充実を図るため，全校に全教科・全学年の年間指導計画，評価計画を作成させ，それに基づい
た学習指導を実施した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　各校における学習指導の充実を図るため，全教科・全学年の年間指導計画，評価計画を作成し，意図的・計画
的な授業実践を推進していく。

２　目標（事業計画）

18

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

新規 計画事業

番号
新学習指導要領の趣旨を踏まえた年間
指導計画の作成とその実施

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各学校からの意見やアンケートの結果から，外国人英語指導講師を活用して工夫した授業を行い，児童・生徒
が意欲的に取り組むことができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　委託契約は，講師に直接の指示命令ができないので，事前に受託業者と授業案の調整をする必要がある。

④ 平成２７年度の方向性
　派遣法の改正に伴い，契約形態を見直す必要がある。

外国人英語指導講師を活用して授業内容の充実を図り，よりよい授業を行う。

３　平成２５年度の取組状況
　全小学校に，５・６年生１クラスあたり２７時間実施できるよう，外国人英語指導講師を配置した。
　全中学校に，１～３年生１クラスあたり３３時間実施できるよう，外国人英語指導講師を配置した。（中学校
については，少人数展開のクラス数を１クラスと換算して各学校の配置日数を算出）
　小学校の外国語活動推進委員会を３回実施し，小学校における外国語活動の推進に関わる課題を検討し，外国
語活動の充実を目指した情報交換を行った。
　中学校のＡＥＴ運営委員会を１回実施し，各学校の取組の成果と課題を共通認識し，次年度につなげる検討を
行った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　全小・中学校に外国人英語指導講師を配置することにより，小学校の外国語活動や中学校の外国語（英語）の
授業の充実を図り，児童生徒の国際感覚やコミュニケーション能力を育てる。

２　目標（事業計画）

19

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

新規 計画事業

番号
外国人英語講師の全小・中学校への配置

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
授業改善推進プランの作成

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　児童・生徒の学力調査から得られた学習到達度や学習に対する意識，行動様式等から組織的に指導の重点化，
指導方法の改善を図り，授業の質の向上に資する授業改善推進プランを策定する。

２　目標（事業計画）

20

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　国，都，市の学力調査及び意識調査を行い，学力の定着及び学習態度の形成状況について把握し，今後の授業
改善プランに生かす。

３　平成２５年度の取組状況
　全国学力学習状況調査実施（小学校第６学年，中学校第３学年）
　調布市学力調査実施（中学校第１学年）
　都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」実施（小学校第５学年，中学校第２学年）
　都の学力調査の調布市における正答率を８月校長会にて情報提供し，授業改善推進プラン作成の基本データと
した。
　授業改善推進プラン様式を改善し，授業改善を図る手だてが各校において共通理解を踏まえながら進められる
ようにした。
　また，調査分析による自校の課題が不十分であったり，手だてが抽象的な学校には改善プランの再提出を指導
した。
　各学校の授業改善推進プランの分析を行い指導した。プラン取り組み後，教務主任会で情報交換を行い，他校
の取組改善のきっかけとした。
　３月に授業改善推進プランの検証を各校が実施し，成果と課題をまとめた。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　授業改善推進プランの実施状況を，中間報告と年度末の検証報告で評価をした。授業改善によって，児童・生
徒のより一層の学力向上を図るための具体策を講じる必要がある。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　授業改善推進プランの実行に伴う評価と改善を継続していくこと。
　東京都教育委員会は「授業改善推進プラン」の改善充実のポイントや授業改善研究推進校における各教科の授
業改善の取組をまとめた「授業改善実践事例集」を作成し，その一層の活用を図っていくこと。
　各校が調査分析を生かした授業改善の取組の徹底が図れるよう，さらなる改善が必要である。

④ 平成２７年度の方向性
　都の「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果分析を中心に，授業改善推進プランを作成させ，より
児童・生徒の課題に即した取組を講じて実践していく。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　小学校（国語，算数）及び中学校（数学）を作成し，児童・生徒の基礎学力の定着と向上を図った。また，中
学校の数学では，新たに平成２６年度用の第１学年作図問題と数量関係（一次関数），第三学年の図形の証明問
題の作成ができた。
　ステップアップワークを朝学習や家庭学習などに活用することにより，学習習慣の定着に寄与した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　各校でステップアップワークの実施が推進されるよう，国語部会及び算数部会で活用のあり方について検討す
ること。加えて，作成された問題の有効性と課題を明確化など，更なる内容改善を図っていく。
　中学校の国語のステップアップワークを作成すること。
　印刷製本について，庁内印刷での対応が限界となっているため，業務委託等の手法を検討する必要がある。
　ステップアップワークの作成は，一定の方向性が確立できたことから検討委員会と問題作成委員会を統合した
上で，今後の検討を進めていくとともに，東京ベーシック・ドリルの活用と合わせた活用法を検討する。

④ 平成２７年度の方向性
　ステップアップワークを通した基礎学力の定着や家庭学習の習慣化を図るため，課題を明確にし，更なる内容
改善を図っていくこと。

　学力向上のための基礎的な調布市独自の問題を作成する。

３　平成２５年度の取組状況
　小学校では，国語及び算数の問題を作成し，全校で配布した。中学校の数学では，第１学年で一次方程式，第
２学年で連立二次方程式と図形の証明問題，第３学年で二次方程式を作成し，配布を行った。
　また，「ステップアップワーク検討委員会」を１回，「ステップアップワーク問題作成委員会」を２回開催
し，平成２６年度用の問題作成等を行った。小学校の国語及び算数は全学年を，中学校の数学では，第１学年で
一次方程式，作図問題及び数量関係（一次関数），第２学年で連立二次方程式と図形の証明問題，第３学年で二
次方程式と図形の証明問題を作成した。その問題を下半期にかけて庁内印刷により印刷し，順次小・中学校へ配
布した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　調布市独自に作成した国語と算数及び数学のステップアップワークを，朝学習や宿題，家庭学習等に取り入れ
実施することにより，学習に向かう姿勢を育て，学習習慣の定着を図り，併せて繰り返し学習に取り組むことに
より，市全体での基礎学力の定着と向上を図る。

２　目標（事業計画）

21

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

新規 計画事業

番号
ステップアップワークの作成と活用の工夫

行革プラン 終了
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　２回の研修会では、演習を取り入れることにより，授業力リーダーの教員相互に研修を深めることができた。
初任者研修会や１０年経験者研修会の講師として，授業者への適切な指導・助言を行い，授業者や協議会参加者
の授業力の向上に努めるころができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　指導力のある教員が力量を発揮し，若手教員を育成するための機会を十分に設定できず，授業力リーダーとし
ての活用の場面が生かされていない状況にあった。このため，名称を「授業力リーダー」から「調布市授業力向
上推進講師」に変更した。各校から講師に相応しい教員を抽出し，講師と若手教員がともに指導力向上への意欲
や自覚が高まるよう，より積極的な活用に努める。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き内容を充実させ，調布市全体の教員の授業力の向上に努める必要がある。今回授業力向上推進講師に
なった教員には，今後，指導教諭や学校リーダー育成プログラムの対象者として育成し，調布市全体の教育の向
上につなげていく。授業力向上推進講師には，国や都の最新情報を提供するなどして，教員を指導するリーダー
としての意欲や意識を高めていく。

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

新規

２　目標（事業計画）
　授業力のある教員を授業力リーダーとして指名することにより，学校が授業改善に向けた意欲を高めることが
できるようにするとともに，市全体の授業力向上を目指す。

計画事業

３　平成２５年度の取組状況
　小・中学校全校に配置が可能となるよう，各校からの推薦を行うとともに，指導主事等の学校訪問時に優れた
授業を行う教員の見極めを行い，校長に該当する教員の推薦を促した。
・授業力リーダー研修を実施した。
　授業力リーダー研修　（１回目　６月１４日金曜日実施）
　授業力リーダー研修　（２回目　７月１８日火曜日実施）
・初任者研修研究授業の講師として活用
・１０年経験者研修研究授業の講師として活用

４　点検・評価

行革プラン 終了

事業名

１　目的（事業のねらい）
　校長から推薦を受けた指導力のある教員を授業力リーダーとし，若手教員研修において講師として活用するこ
とによって，若手教員の指導力の向上を図っている。この授業力リーダーの増員と活用の工夫を図っていく。ま
た，授業力リーダーに対しては，研修会を継続して開催し，指導者としての資質向上を図る。なお，授業力リー
ダーは，各校１人以上の配置を行いながら，５年間で各教科・領域を網羅していく。

指導室

事業展開 継続 拡充

22

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

番号
授業力リーダーの増員と活用の工夫 事業主管課
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新規 計画事業

番号
少人数指導講師の配置

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　調布市独自採用の少人数指導講師を各小学校に配置し，低学年の算数を中心とした習熟度別学習など個に応じ
た指導を行うことにより，児童の確かな学力の定着を図る。

２　目標（事業計画）

23

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　市独自に採用している教師の指導力向上を図るため，市が指定する研究推進校の研究発表会に参加させるなど
実践的な研究や協議を進める。

３　平成２５年度の取組状況
　小学校全校に各校一人ずつ算数を中心として指導する少人数指導講師を継続して配置した。
　指導案の作成を念頭に置き，研修や少人数指導担当者連絡会等を開催し，指導の内容について協議 を行っ
た。
　研究授業を通して，日々の授業改善のポイントについての情報共有を行った。
　次年度の任用に向けて，勤務状況調査や本人の希望等の調査を行い，適切な採用事務に努めた。
　研究推進校の研究発表会に参加し，指導力向上を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各学校の授業観察を通じて，児童の学習への取り組み方や自らの考えを表現する方法に伸長の跡が見られたこ
となどから，学習規律の定着とともに，学力の伸長に結び付けることができている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　市内・市外の算数科研究推進校発表会への参加や，少人数指導講師同士の情報交換の場の設定に努める他，研
修の機会を設定し，指導力向上を図っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　児童一人一人に対して，きめ細かに丁寧な指導を進めていくため，今後も小学校全校に継続して配置するとと
もに，子どもの学力向上を図るため，少人数指導講師の指導力向上に努める。
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新規 計画事業

番号
学校図書館専門嘱託員の配置

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　全小・中学校に学校図書館専門嘱託員を配置することにより，図書の購入，点検，整理等を行うとともに，本
の貸出，レファレンス，本の読み聞かせのほか，理科や社会科，総合的な学習の時間等において学校図書館を活
用して，調べ学習を行うなど学校図書館における読書活動や学習活動等の推進を図る。

２　目標（事業計画）

24

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　学校図書館の有効活用を進めるとともに，教員と連携した取組を充実させることにより児童・生徒の情報処理
活用能力のより一層の伸長を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　全小・中学校に学校図書館専門嘱託員を配置した。大規模校である第一小学校及び杉森小学校は平成２４年度
に引き続き６時間勤務の学校図書館専門嘱託員を配置し，上ノ原小学校は２人体制での配置を行った。
　事務連絡会等の機会を利用して，情報交換を行った。
　学校図書館専門嘱託員を対象とした研修を実施し，資質向上を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　全小・中学校に学校図書館専門嘱託員の配置を行った。
　各校の学校図書館の経営状況，児童・生徒数の増加等により，現在の配置条件での対応が困難になってきてい
る学校がある。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２６年度から学校図書館の経営状況を踏まえ，若葉小学校，北ノ台小学校，多摩川小学校で６時間勤務の
学校図書館専門嘱託員の配置を行う。

④ 平成２７年度の方向性
　学校図書館の経営状況及び学校図書館専門嘱託員の意向を踏まえながら，６時間勤務の学校図書館専門嘱託員
配置校を拡大する。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
  学校図書館専門嘱託員と教員との連携により，小学校の授業展開で図書室利用が増え，中学校は横ばいであ
る。
　　平均図書室利用回数：小学校４４８回（前年４４３回），中学校６３回（前年６３回）
　児童生徒の図書館利用では，小学校は減少し中学校は増加した。
　　平均貸出冊数　小学生５７．４冊（前年５９．５冊），中学生１０．４冊（前年９．７冊）
③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　合同研修会への教員の参加が３人と少なく，情報の共有化が不十分であったので，担当指導主事が調整を図り
広報活動や教員への啓発活動を行っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　子どもたちの読書活動の推進のため，合同研修会への教員の参加を促進し，学校図書館専門嘱託員と教員との
連携を充実する。

　学校図書館専門嘱託員の能力向上のため研修機会を確保する。

３　平成２５年度の取組状況
　学校図書館専門嘱託員合同研修会開催（8/20，参加者：28人）
　学校図書館授業研究会（全日本小学校学校図書館研究会，調小研学校図書館部会共催）参加（10/29，参加
者 27人）
　調小研授業研究会参加（12/4，参加者17人）
　学校図書館専門嘱託員１名が調小研学校図書館部会に，毎回参加し，研究・協議内容を全校に配信し，情報の
共有化を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　学校図書館専門嘱託員を対象に，児童・生徒と本を結びつける力を培うことをねらいとした研修の充実を図
る。また，夏季研修に司書教諭を参加させること等を通して連携を図る。

２　目標（事業計画）

25

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

新規 計画事業

番号
学校図書館専門嘱託員に対する研修の
充実及び司書教諭との連携

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
学校図書館支援センター機能の充実

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　学校図書館の利用促進を図るため，学校図書館専門嘱託員を対象とした研修会の増加と学校図書館業務に関
する質問等への対応，学校図書館運用に対する助言等を行い，学校図書館支援センター機能の充実を図る。

２　目標（事業計画）

26

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

各校における学校図書館専門嘱託員や教員による学校図書館業務の円滑な遂行に寄与する。

３　平成２５年度の取組状況
・学校図書館専門嘱託員の事務連絡会を開催し，円滑な図書館運営に資する情報提供と情報交換を図った。
・全校の購入予定リストを発注前に確認し，蔵書の適正化に寄与した。
・全校の蔵書計画を確認し，蔵書構成の適正化を図った。
・市立図書館と連携し，児童書の選定評価情報を全校に提供した。
・全校の図書購入費や図書搬送費を把握し，予算内での効果的な執行を図った。
・全校共通の学校図書館運営マニュアルの改訂を準備した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
・学校図書館専門嘱託員事務連絡会を開催し，円滑な図書館運営に資する情報提供と情報交換を実施した。
（年５回）
・市立図書館と連携し，図書購入に資する情報を提供した。（年１２回）

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
・学校図書館専門嘱託員事務連絡会を通じて，円滑な学校図書館運営に資する情報提供を図る。
・市立図書館と連携し，図書購入に資する情報提供を図る。
・全校の購入予定リストを発注前に確認し，蔵書の適正化を図る。
・全校の図書購入費や図書搬送費を把握し，予算内での効果的な執行を図る。

④ 平成２７年度の方向性
・学校図書館専門嘱託員事務連絡会や研修会等を通じて，円滑な学校図書館運営を図る。
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新規 計画事業

番号
理科支援員の配置

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　小学校第５学年及び第６学年を中心とした理科の実験の準備や後片付け，授業補助等をする理科支援員を各校
に継続して配置し，理科教育の充実を図る。

２　目標（事業計画）

27

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

  理科の指導充実，実験や観察の準備や片付け，安全の確保等，理科の学習支援を行う。

３　平成２５年度の取組状況
　理科支援員を小学校全校に配置することにより，きめ細かい指導や発展的な授業に取り組んだ。
　次年度に向けて，勤務希望調査及び理科支援員の任用を行った。
　平成２４年度で東京都の委託事業である「理科支援員配置事業」が終了し，平成２５年度は１０月から文部科
学省直轄事業の「理科観察実験支援事業」による補助事業となった。今年度は本事業を活用して実施することが
できた。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　授業前の準備や実験・観察時の支援，安全面での配慮等が充実した。
　各学校の授業では，実験を活用した授業の充実が図られ，実体験に裏付けられた，学習の理解が深まった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　勤務時間が年間９０時間と少ないため，教員との事前打ち合わせの時間が十分にとれないことに課題がある。
そのために，理科支援員の研修では，各学校の効果的な取組を情報共有する場を設定していく。

④ 平成２７年度の方向性
　理数教育の推進のために，現在，年間1回行われている理科支援員対象の研修内容を充実させ，理科支援員の
更なる資質の向上を図る。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　すべての子どもにとって，映像や写真等の情報を授業の中で活用することは，学習意欲の向上，学びの深まり
が期待できる。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　電子黒板等のＩＣＴ機器の授業活用が，教員によって差があり，教育委員会指導室訪問等を通じて，指導主事
によるＩＣＴ機器の活用の効果を指導していく。
　また，パソコンやデジタルカメラを用いた電子黒板の積極的な活用を推進する。

④ 平成２７年度の方向性
　上記の課題を踏まえ，平成２７年度は，次のような取組を行い，さらなる情報教育の充実を図る。
・情報教育担当教員に対して，ＩＣＴ機器を効果的に活用している授業の参観を計画する。
・支援学級における情報端末機器（タブレット）の活用を検討する。

　市内小中学校の情報教育の充実に向けて，下記の取組を推進する。
・電子黒板等のＩＣＴ機器の活用促進を図り，効果的な指導の実現を図る。
・情報端末機器（タブレット）の活用の効果を検証する。

３　平成２５年度の取組状況
　市内小中学校の情報教育の充実に向けて，下記の取組を行った。
　調布中学校において，電子黒板等のＩＣＴ機器活用研修を実施し，授業における電子黒板の効果的な活用方法
を研修した。
　夏季教員研修を開催し，小学校外国語活動における電子黒板等の効果的な活用方法の研修をした。
　調和小のがわ学級（情緒障害等通級指導学級において，情報端末機器（タブレット）を活用した授業を実施し
た。
　染地小たけのこ学級（知的障害特別支援学級）において，情報端末機器（タブレット）を活用した授業を実施
した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　平成２１年度に教員１人１台のパソコンや，電子黒板の配置などＩＣＴ機器の整備を行った。今後，パソコン
の活用を一層図った授業に向けたICT活用研修を実施する。

２　目標（事業計画）

28

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

新規 計画事業

番号
 I C T 活用研修の実施

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
教員研修の推進

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 5 学力向上に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　初任者研修，２・３年次研修，１０年経験者研修などの経験年数に応じた研修のほか，教育相談研修，特別支
援学級担任研修等の職に応じた研修，教科別研修などを実施し，教員の指導力の向上を図る。

２　目標（事業計画）

29

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

学期中におけるOJT及び休業日中における集中研修を通して，教員としての指導力向上を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　教育委員会主催の初任者研修を年間１０回，２年次研修を年間３回，３年次研修を年間３回，１０年経験者研
修を年間３回行った。４月から計画的な研修を実施することにより，教育課題についての理解を深めることがで
きた。また，授業研究を一人４回以上行い，指導力の向上を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
それぞれの職層に応じた研修を工夫し，教員の資質・指導力の向上を図ることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　研修内容を初任者，２・３年次教員，１０年経験者教員のニーズを考慮しながら「いじめ」「体罰及び不適切
な指導」「食物アレルギー」等について内容の充実を図る必要がある。

④ 平成２７年度の方向性
実態に即し，教育課題を踏まえた研修内容の充実を図る。
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基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

事業名
番号

特別支援教育コーディネーター研修の充実 事業主管課 指導室30

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　学校において特別支援教育の中心を担う特別支援教育コーディネーターに対する研修の充実を図り，東京都第
三次実施計画の推進と啓発を図る。

２　目標（事業計画）
・市内小中学校の特別支援教育の推進に向けて，下記のように特別支援教育コーディネーター研修を充実する。
・特別支援教育推進委員会（各学校の特別支援教育コーディネーター参加）の年間予定を確立する。
・特別支援教育コーディネーターの役割を明確化する。

３　平成２５年度の取組状況
　市内小中学校の特別支援教育コーディネーターの資質の向上に向けて，下記の取組を行った。
　年間５回の特別支援教育推進委員会を意図的・計画的に実施した。
・特別な支援が必要な子どもの幼保小中連携
・調布市子ども発達センターの見学及び事業説明
・個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成研修
　夏季特別支援教育研修会において，障害のある子どもの保護者との効果的な面談の仕方等を研修した。
　特別支援教育コーディネーターの役割や年間を通じた仕事の流れ等が記載されている，リーフレット「すべて
の学校で推進する特別支援教育」を作成し，特別支援教育コーディネーターに配布した。
　関係諸機関（特別支援学校，親の会，調布市子ども発達センター，就労支援センター）との連携を図った。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　下記について，特別支援教育コーディネーターを中心とした組織的な校内体制が図られた。
　各学校において，個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成率の向上
　各学校において，関係諸機関との連携及び幼保小中の連携の充実

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　各学校においての調布市特別支援教育全体計画の理解が課題であり，調布市教育委員会指導主事による学校訪
問等において，指導していく。
　市民及び地域・保護者への特別支援教育に関する理解が課題であり，調布市が取り組んでいる特別支援教育の
推進状況などを啓発する資料等を，保護者向けに作成していく。

④ 平成２７年度の方向性
　市民及び地域・保護者への理解啓発のため，調布市特別支援教育全体計画の進捗状況等を踏まえた講演会を開
催する。

４　点検・評価

①　到達度
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　教育委員会担当指導主事が，情緒障害等通級指導学級拠点校の保護者や小中学校長に説明したことで，巡回指
導についての理解啓発を図ることができた。
　情緒障害等通級指導学級のガイドラインを示したことで，情緒障害等通級指導学級拠点校は，適正な教育課程
を実施することができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　発達障害等のある子どもの人数の大幅な増加に伴い，平成２６年度から飛田給小学校情緒障害等通級指導学級
の設置に向けての検討委員会を計画する。
　情緒障害等通級指導学級担任による巡回指導の推進のための基礎的環境整備の検討（教材，施設，服務等）を
する。

④ 平成２７年度の方向性
・情緒障害等通級指導学級担任による巡回指導の推進のための基礎的環境整備の予算化
・校内ＯＪＴのための情緒障害等通級指導学級担任ハンドブックの作成

　市内小中学校の特別支援教育の推進に向けて，下記のように通級指導学級の指導体制の在り方を進める。
・情緒障害等通級指導学級担任による巡回指導の推進を図る。
・発達障害等のある子どもに対しての効果的な指導の在り方の研究を推進する。
・関係諸機関等と連携した，組織的な校内体制の確立を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　市内小中学校の特別支援教育の推進に向けて，下記のような通級指導学級の指導体制の在り方を改善した。
　情緒障害等通級指導学級拠点校の保護者説明会に，教育委員会指導主事が出席し，情緒障害等通級指導学級担
任による巡回指導の効果を説明した。また，小・中学校長会でも同じ説明を行い，理解・啓発を図った。また，
情緒障害等通級指導学級担任による巡回指導の実施要領を作成した。
　夏季特別支援教育研修会において，「発達障害のある子どもの指導の工夫」をテーマとして，情緒障害等通級
指導学級担任に対しての研修会を開催した。
　教員に対して，発達障害のある子どもへの指導の改善を図るために，調布市特別支援教育専門家チームによる
巡回相談を実施した。
　情緒障害等通級指導学級のガイドライン「調布市立情緒障害等通級指導学級における指導の更なる充実のため
に」を作成し，教育課程の適正な実施を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　「言語障害」「難聴」「情緒障害」などの指導を目的に設置している通級指導学級について，指導効果や保護
者の希望等などを勘案した指導回数の増加について検討する。

２　目標（事業計画）

31

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

新規 計画事業

番号
通級指導学級の指導体制の検討・充実

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　夏季休業日中に，スクールサポーター研修を実施し，特別な支援を要する児童に対しての指導方法を研修し，
スクールサポーターの資質向上を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　特別な支援を要する児童の増加に伴い，巡回型のサポーターが不足したため，平成２６年度においては５名に
増員し，対応を充実させる。
　小学校だけでなく，中学校においてもスクールサポーターの必要性が高いため，各校１人のスクールサポー
ターを配置する。

④ 平成２７年度の方向性
・スクールサポーター研修を充実させ，スクールサポーターの資質向上を図る。
・各学校においての効果的な指導方法の情報を共有する場を設定していく。

　今年度同様巡回型スクールサポーターを２名配置し，特別な支援を要する児童の対応のため，必要に応じて派
遣を行う。

３　平成２５年度の取組状況
・調布市立小学校計５校に巡回型スクールサポーターを派遣し，特別な支援を要する児童の対応を行った。
・年間1回，夏季休業日中に，巡回型スクールサポーターを含め，すべての小学校に配置しているスクールサ
ポーターを対象にした研修を実施した。
・学校訪問時に，指導主事がスクールサポーターの指導方法を観察し，必要に応じて指導・助言を行った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　通常の学級で特別な支援を要する児童への対応として，全小学校にスクールサポーターを１人配置している
が，対応の必要な児童が増加しているため，各校に配置しているスクールサポーターとは別に，柔軟かつ迅速に
学級支援を行うため巡回型スクールサポーターの配置を進める。

２　目標（事業計画）

32

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

新規 計画事業

番号
スクールサポーターの配置の充実

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
巡回相談の実施

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　一人一人の児童・生徒に応じた支援を実施するために，医師や臨床心理士などで構成する専門家チーム等の巡
回を通して，個別支援の方法等について相談を行う。

２　目標（事業計画）

33

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　専門家チームの巡回相談を実施し，特別な支援を要する児童・生徒の指導等に役立てる。

３　平成２５年度の取組状況
・小学校２０校で９８回，中学校７校で１９回　計１１７回実施し，教員に対する指導助言を行うとともに，個
別指導計画の作成などに対する支援を行った。
・精神科医，臨床心理士，言語聴覚士，社会福祉士等，計７名による専門家チームを派遣した。
・巡回相談後に報告書の提出を求め，各学校の特別な支援が必要な児童・生徒の状況について，専門家チームと
の連携を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　専門家チームによる巡回相談を実施し，特別な教育的ニーズを必要とする児童・生徒に対する指導の具体的な
進め方についてアドバイスを受けることにより，指導体制の充実と改善が図られた。また，専門家からの助言に
より，通級指導学級につなげることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　特別支援教育推進委員会で，各学校の特別支援教育コーディネーターに対して，専門家の助言を個別指導計画
等に反映させることや，巡回相談時に保護者の参加を求めるなど，巡回相談の効果的な活用の仕方を学校に周知
していく。

④ 平成２７年度の方向性
　各校での巡回相談の活用が，さらに効果的に進められるよう，支援体制の充実に努める。
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新規 計画事業

番号
日本語指導教室の実施

行革プラン拡充

事業主管課

終了

指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　日本語の理解が困難な帰国児童・生徒，外国籍児童・生徒に対し，基本的な日常会話及び読み書きを中心とし
た日本語指導や教科の学習指導を行うことにより，日本における学校生活への早期適応を図る。

２　目標（事業計画）

34

事業展開 継続

　日本語の指導や，日常生活のルール等の指導を行うとともに，児童・生徒同士や指導員との関わりや日本の行
事等の体験の中で，基本的な日本語の使い方を習得させる。

３　平成２５年度の取組状況
　国際交流協会に委託し，水曜日と土曜日各２時間，年間９４日間実施した。
　指導内容として，日本語によるコミュニケーションが図れるよう，聞くこと，話すこと，読むこと，書くこと
の他，日本の生活習慣等を個別指導で丁寧に実施した。
　平成２５年３月末現在の在籍数は，４５人（延べ人数，3月の就学・入学前入級を含む）

４　点検・評価

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

①　到達度

評価
Ａ

②　自己評価（成果・効果・実績など）
・入級申請のあった児童・生徒について，すべて受け入れた。
・在籍校の担任とは，意見交換シートを通して共通理解を図り，指導の改善につながった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　人数の増加に伴い，場所の確保のため，今年度同様，教育会館の研修室を活用する。

④ 平成２７年度の方向性
　引続き，国際交流協会に委託して実施する。
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新規 計画事業

番号
日本語指導臨時講師の派遣

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　日本語の理解が困難な帰国児童・生徒，外国籍児童・生徒に対し，日本語指導臨時講師を学校に派遣し，個別
に日本語指導や授業補助，生活支援を行うことにより，日本の学校生活への早期適応を図る。

２　目標（事業計画）

35

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　日本語指導のできる講師を学校に派遣し，個別指導を行い，学校への順応を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　平成26年３月末現在の実績
　児童・生徒数　９人
【中国語（４人），タガログ語（１人），マレー語（２人），ベンガル語（１人），英語（１人）】

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　依頼のあったケースについて，すべて講師を派遣することができ，学習面，生活面でのサポートを行った。
　講師の個別指導により，日本語の理解が深められたとともに，日本の文化や生活のルールを理解し，学校生活
に早期対応することができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　外国籍児童・生徒が増加傾向にあるので，引続き講師の確保を図る。
　時間数・期間の延長の希望が多い。対象児童・生徒の状況により対応しているが，あくまで来日当初の緊急的
な措置であることを，周知する必要がある。

④ 平成２７年度の方向性
　今年度までと同様，依頼に応じて講師を派遣する。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　研修等を通じての相談員のスキルアップを図った。
　就学相談に関する保護者アンケートを実施し相談活動の充実のための資料とした。特に就学相談の説明につ
いては，「わかりやすくていねいだった」等，高い評価をいただいた。
　通級指導学級への申込みが年々増加する状況の中で，申込み時期を見直し，従来は入学後に申込みを受付け
ていたが，入学の前年度に就学相談の中で申込みができるように改善し，入学当初からの通級指導学級での支
援を可能にした。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続き相談員のスキルアップを図り，個に応じたていねいな就学相談を継続していく。
　就学相談に関する保護者アンケートを今後も継続して実施し，相談活動の充実のための資料とする。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き相談員のスキルアップを図り，個に応じたていねいな就学相談を継続していく。
　就学相談に関する保護者アンケートを今後も継続して実施し，相談活動の充実のための資料とする。

　研修等を通じての相談員のスキルアップを図り，一人一人へのきめ細かい相談を実施する。
　就学前児童の保護者への広報等を通じて，より相談しやすい体制づくりを図る。
　就学相談に関する保護者アンケートを実施し，相談活動の充実のための資料とする。

３　平成２５年度の取組状況
　特別な支援が必要な児童・生徒の就学先等を決めるにあたり，適切な教育の場を提供するため，就学相談を
行った。
　面接相談により保護者の意見・希望をていねいに聴き取るとともに，在園・在校観察，発達検査，就学・入
級体験会等を通じて一人一人の子どもの状況を把握し，就学先を決めるにあたっての情報提供と支援を行っ
た。
・相談申込み 248件（平成24年度170件）；このうち通級指導学級への申込み 123件（平成24年度71件）
・発達検査実施 100件（平成24年度75件）
・就学相談に関する保護者アンケートを実施
・5月　子ども発達センターと連携して就学前児童の保護者を対象に就学相談説明会を開催
・5月　調布市教育相談所だより 第50号発行（就学相談の周知，特別支援学級等の公開日の案内）
・10月～11月　就学時健康診断受診者を対象に就学相談の案内チラシ配布
・12月　調布市教育相談所だより 第51号 発行（就学相談の周知）
・１月　情緒障害等通級指導学級の巡回指導について，所員研修会を実施
・事例検討会２回
・東京都就学相談担当者研修会等，関係機関主催の研修等に参加，
・研修講師の派遣のほか，関係機関との連携会議等に出席
・見学・視察研修（東京都立特別支援学校，他市特別支援学級等）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　就学相談を実施するにあたり，相談員が，制度の理解，子どもの障害・病気についての知識・理解や面接の
力などについてスキルアップを図り，心身に障害のある子どもの適切な就学相談ができるようにする。また相
談を継続し，就学後についてもフォローを行う。

２　目標（事業計画）

36

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育相談所

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

新規 計画事業

番号
就学相談の充実

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　計画的に運営することができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続き学務課・指導室・特別支援学級設置校長会等と連携しながら実施していく。
　相談件数の増加への対応を検討していく。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き学務課・指導室・特別支援学級設置校長会等と連携しながら実施していく。
　相談件数の増加への対応を検討していく。

　就学等検討委員会の計画的な運営

３　平成２５年度の取組状況
　心身に障害のある児童・生徒に適切な教育を保障するため，就学，転学，通級指導学級入退級に関する調査検
討を行い，教育長に報告した。

就学相談申込み 248件（平成24年度170件）；このうち通級指導学級への申込み 123件（平成24年度71
件）

就学等検討委員会　2回　（平成24年度2回）
就学等検討委員会部会　18回　（平成24年度23回）
就学等検討委員会緊急部会　13回　（平成24年度8回）
就学・通級体験会　154回　（平成24年度97回）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　就学等検討委員会において,心身に障害のある子どもが適切な就学ができるよう，個々の就学先について総合的
に検討し，答申する。

２　目標（事業計画）

37

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育相談所

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

新規 計画事業

番号
就学等検討委員会の運営

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
ソーシャルスキルトレーニング（SST)
事業の実施

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　知的な遅れはないが，コミュニケーション力が弱く，学校などでトラブルを起こしやすい児童・生徒が増加し
ている。そのような児童・生徒のうち，就学等検討委員会で情緒障害等通級指導学級への入級が適切と判断され
たが，学級の定員に空きが無いために待機となった児童を対象に，具体的な対人関係能力を育てるソーシャルス
キルトレーニング（ＳＳＴ）を実施し，状況の改善を図る。

２　目標（事業計画）

38

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育相談所

　就学等検討委員会で情緒障害等通級指導学級への入級が適切と判断されたが，入級待機となっている児童を対
象に，ソーシャルスキルトレーニングを実施する。

３　平成２５年度の取組状況
　平成２５年度についても，平成23年度から引続き入級待機が発生しなかったため，ソーシャルスキルトレー
ニングは実施していない。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

－ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２5年度は待機児童が発生しなかったため，ソーシャルスキルトレーニングは実施していない。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続き，情緒障害等通級指導学級への入級待機を出さないよう，教育部内関係部署・学校と連携し，取り組
んでいく。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き，情緒障害等通級指導学級への入級待機を出さないよう，教育部内関係部署・学校と連携し，取り組
んでいく。
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新規 計画事業

番号
教育支援コーディネーター室の運営

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
教育支援コーディネーター室は，心身の障害等を原因とする不適応や不登校，親の養育不安などに関する相談
を，保護者，学校，地域などから受け，適切な支援をコーディネートしている。また，教育支援コーディネー
ターの配置については，相談件数を考慮しながら充実を図っていく。

２　目標（事業計画）

39

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

関係機関との連携が円滑に進むようコーディネートを行い，様々な悩みと課題の解決を目指す。

３　平成２５年度の取組状況
○活動件数
　平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日   2,224件    （２４年度  1,546件）
○複雑なケースがあることや様々な機関との連携が必要なことから，活動件数は増加傾向にある。
○児童・生徒のみならず，家庭に起因するケースなど相談件数が増加傾向にあるなか，保護者からの訴えや課題
のある児童・生徒へ問題解決を図れるよう支援を行っている。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　相談内容が多様化，複雑化し，福祉的な支援や関係機関との連携が必要なケースが増加する中，教育支援コー
ディネーターやスクールソーシャルワーカーが，それぞれのケースに応じたきめ細かな支援を行った。（終結件
数65件）

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　新規案件数，活動件数が増加していることから，コーディネーターを１名増員する。また，教育相談所のソー
シャルワーカー１名をコーディネーター室にスクールソーシャルワーカーとして一本化し，支援の強化を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　今後も活動件数の増加が見込まれるが，丁寧に対応していく。
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新規 計画事業

番号
科学センターの運営

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 6 個に応じた教育の充実に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　調布市立小学校第５・６学年児童を対象に，理科に興味をもつ希望者が楽しく意欲的に観察や調査をしたり，
実験したりする活動を通して，感受性豊かな心と探究する心をはぐくむ。

２　目標（事業計画）

40

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　自然や科学に関心を持ち，探究心等の育成を図るため，専門家を呼んでの実験や観察を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
・全１４回の講座を開講し,センター員は（参加児童）１３１人
・布田小学校理科室での活動のほか，多摩川での植物・野草観察会，８月に富士箱根の現地学習，１０月に上野
国立科学博物館での現地学習会を実施した。
・昨年度に引き続き，特定非営利活動法人コアネットからの派遣講師による出前講座，国立大学法人電気通信大
学による出前講座に加え，明治大学付属明治中学・高等学校の協力により，明治中学・高等学校理科室にて講座
を実施した。
・科学センターの記録「科学する心」を刊行した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　全１４回の講座を通じ，センター員の自然や科学に対しての興味・関心を高め，実感を伴った理解を図るとと
もに，探究心等の育成を図ることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
・センター員が講座受講により，実感を伴った理解が図れるよう，募集人数の適正化を図る。
・調布市内の高校や大学と連携し，より講座内容の充実を図る。
・事業体制の改善を図るため，センター長を指導室長に変更する等，調布市科学センター規程や要領を改訂し事
業を進める。

④ 平成２７年度の方向性
・１３～１４講座を基本に，センター員の自然や科学に対しての探究心を一層育む。
・科学に対するセンター員の高齢化が進んでいるため，今後は新規指導員の確保に努める。
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基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 7 健康づくりに向けた取組

事業名
番号

体力向上に向けた取組 事業主管課 指導室41

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　小学校５年生から中学校３年生までを対象とした体力テストを１学期中に実施し，結果から分かる課題の解
決に向け，体育・健康に関する取組を学校全体で展開し，児童・生徒の体力向上につなげる。また，結果のま
とめを基に，体育・保健体育年間指導計画を作成し，体育・保健体育授業の充実を図る。

２　目標（事業計画）
調布市の課題である筋力と投力など体力の向上に向けた取組を推進していく。

３　平成２５年度の取組状況
各学校で次のような取組を行った。
・授業では，指示の出し方や掲示物等を工夫し，効率よく児童生徒を動かすことで運動量を確保した。
・冬場の体育授業時の服装をできるだけ薄着を推奨した。
・体育科の授業以外でも教育課程に位置付けて運動に取り組んだ。（１校１取組，１学級１実践）
・冬場に持久走大会やなわとび大会の実施した
・休み時間の外遊びの推進（遊び係によるクラス遊びなど）
・固定遊具を使った遊びの推進を図った。
・小学校では，シャープペンではなく鉛筆を使用した。
・掃除の際，机や椅子を持って移動させたり，計画的に雑巾を絞らせたりした。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
【実施人数】
　小学校第１～６学年　児童　8,869人　　中学校第１～３学年　生徒　3,194人
　主に，筋力や投げる力等で都の平均を下回ったものがあり，児童・生徒の体力についての実態を把握するこ
とができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
・学校は，全学年実施の体つくり運動を軸として，教材教具を工夫し投力向上に取り組む。
・学校は，児童・生徒一人にひとつずつボールが渡るように購入する。
・学校は，各学年の発達段階を考慮し，小学校低・中・高学年用，中学校用のボールをそれぞれ購入する。
・体力向上推進委員会において，実技研修会を開催し，各学校の授業改善に生かしていく。
・体力向上推進委員会において，ゲーム・ボール領域についての各学年の年間指導計画の見直しを図ってい
く。

④ 平成２７年度の方向性
（１）年間３回の体力向上推進委員会の開催
（２）調布市小学校体育研究会と中学校体育研究会との年間２回の連携（10月と11月）
（３）各学期における，体力向上行事の実施
　　　（主に１学期は運動会と水泳。２学期は持久走月間。３学期は，なわとび月間）
（４）体力向上に向けての１校１取組，１学級１実践の推進
（５）中学校２年生の東京駅伝の参加
（６）アスリートによる「一日校長先生」事業へ参加
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　これまでの調査結果を参考に，児童生徒の生活上の実態を明らかにし，各学校で保護者への情報提供に努め，
家庭で生活習慣の定着が図られるよう啓発した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　各学校において，調査結果を参考に課題解決に向けての取組を推進する。

④ 平成２７年度の方向性
　各学校において，調査結果を踏まえた課題解決に向けての取組の充実を図るとともに，社会状況の変化に応じ
て，児童・生徒の生活環境に則した調査に取り組む。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　児童・生徒の生活リズムや生活習慣にかかわる実態調査を実施することによって，現状と課題を明らかにし，
保護者への啓発を含めた望ましい生活習慣づくりに向けた取組を推進する。

２　目標（事業計画）
　生活習慣状況把握をするとともに，都の「児童・生徒の学力の向上を図るための調査」における意識調査等
を分析し，学校での具体的な指導・改善に役立てる。

３　平成２５年度の取組状況
　児童・生徒生活習慣実態調査は，平成２３年度・平成２４年度の２か年で集計分析し，集計結果をもとに学校
や家庭での課題を明らかにすることができたため，平成２５年度は，調査を実施しなかった。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

生活習慣状況の調査と対応策の検討 事業主管課 指導室42

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 7 健康づくりに向けた取組
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基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 7 健康づくりに向けた取組

事業名
番号

食育講演会・親子料理教室の実施 事業主管課 学務課43

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
児童・生徒が望ましい生活習慣・食習慣を身に付けるためには，学校と家庭の連携が不可欠であることから，食
育講演会・親子料理教室を実施し，食育について，親子への情報提供・啓発に努め，家庭での食育の一助とす
る。

２　目標（事業計画）
児童・生徒が望ましい生活習慣・食習慣を身につけるために，食育講演会や親子料理教室等の食育推進事業を実
施する。
食育についての情報提供・啓発に努め，家庭での食育に対する意識向上を図る。

３　平成２５年度の取組状況
○親子料理教室の開催
　(1)テーマ　調布の野菜と木島平のお米を使った朝ごはん
　(2)開催日・会場　平成25年7月31日(水)～8月2日(金)・20日(火)・21日(水)　文化会館たづくり10階調理
実習室
　(3)参加人数　78人(37組)
○食育講演会の開催
　(1)講師・テーマ　浜内千波先生「感嘆！ごはん　簡単！ごはん」
　(2)開催日・会場・参加人数　平成25年11月30日(土)　教育会館３階研修室　97人
○学校給食を「生きた教材」として活用し，食に関する指導の実践を進めたほか，地産地消の推進として，地場
野菜の食材利用や総合的な学習の時間を活用した生産者との交流を実施した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
親子料理教室では，アンケート集計結果で「美味しかった」・「楽しかった」と言った感想のほか，「子どもと
家でも作ってみたい」・「レシピが参考になった」などの回答も寄せられ，家庭での取組を進めるきっかけと
なった。
食育講演会では，約８割の参加者から「朝食の大切さを実感した」や「朝食づくりの参考になった」といったア
ンケート回答があり，保護者の意識啓発につながった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
親子料理教室は，過去の応募状況も踏まえ従来どおり計5回の開催を予定するが，食育講演会に関しては，平成
25年度の参加状況を踏まえ，調布市グリーンホール小ホールに会場を戻し，より多くの参加が可能になるよう
改善を図ることとした。

④ 平成２７年度の方向性
各事業の参加状況やアンケート結果を踏まえ，保護者や市民のニーズに合った事業を実施していく。
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基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 7 健康づくりに向けた取組

事業名
番号

学校における食育の推進（学校給食用
食器の改善導入）

事業主管課 学務課44

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
学校給食の配膳に使う食器の枚数を現状の２枚から３枚に増やすことによって，より望ましい学校給食の提供
と，児童・生徒が望ましい食習慣や食に関する正しい理解を身につけることができるようにする。順次，各学校
への導入を図る。

２　目標（事業計画）
児童・生徒が食に関する正しい知識と，望ましい食習慣を身につけることが出来るようにするため，学校給食室
等に必要な備品を設置した上で，平成25年度を目途に全校へ３枚目の食器を導入する。

３　平成２５年度の取組状況
なし

【参考　導入年度】
平成21年度導入　1校（滝坂小）
平成22年度導入　6校（上ノ原小，緑ケ丘小，杉森小，柏野小，第七中，第八中）
平成23年度導入　9校（第一小，富士見台小，若葉小，多摩川小，飛田給小，国領小，第四中，第五中，第六
中）
平成24年度導入　残る12校　※全28校導入完了

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
なし

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
調布市基本計画の改定に向け，より望ましい学校給食の提供と，児童・生徒が望ましい食習慣や食に関する正し
い理解を身につけることができるようにするための具体的な方策について検討する。

④ 平成２７年度の方向性
改定調布市基本計画に基づく取組を進める。

４　点検・評価

①　到達度
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
計画通り達成できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
生活習慣を改善していくことを目的としている事業のため，事業の有効性については長期的な視野から検証する
必要がある。
また，受診率の横ばい傾向が続いており，保護者や児童の意識付けが重要な課題となっている。

④ 平成２７年度の方向性
これまでの事業のあり方を見直したうえで，継続して事業を実施していく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
小児生活習慣病予防健診を実施し，生活習慣病になりやすいような要素を抱えている児童・生徒の早期発見に努
めるとともに，健康相談等を通じて，望ましい生活習慣づくりの指導を行う。

２　目標（事業計画）
小児生活習慣病予防に向け，講演会の開催や健診（肥満度測定，血液検査等）の実施，医師，栄養士，養護教
諭，運動指導員による健康相談の実施により，望ましい生活習慣の確立に向けた働きかけを行う。

３　平成２５年度の取組状況
○小児生活習慣病予防健診講演会及び健診のための説明会を実施
　(1)講演テーマ・講師　「成長期の健康と食」石田裕美先生（女子栄養大学教授）
　(2)開催日・会場　平成25年６月２１日(金）　文化会館たづくり映像シアター
　(3)参加人数　４７人
○小児生活習慣病予防健診の実施
　(1)　予防健診
　　ア　実施期間・会場　平成２５年９月２４日(火)から１０月２２日(火)まで　各小・中学校
　　イ　対象・受診者数　小学４年生・中学１年生ほか　２，１７７人
　(2)　健康相談
　　ア　日程・会場　平成26年２月１０日(月)・13日(木）　文化会館たづくり西館保健センター
　　イ　受診者　６１人

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

小児生活習慣病の予防 事業主管課 学務課45

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 7 健康づくりに向けた取組
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新規 計画事業

番号
アレルギー疾患等への事故防止に対す
る取組

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 7 健康づくりに向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　調布市立学校の給食において食物アレルギーにより児童が命を失った事故を決して風化させず，命の重さや大
切さを一人一人の市民が胸に刻み，命を大切にしていかなくてはならない。
　食物アレルギーのある児童・生徒と他の児童・生徒が，発達段階に応じて互いの違いを認め合い助け合う中
で，みんなが同じように給食時間を楽しみ，食を通して成長できるよう，安全・安心な学校給食を提供していく
ことが求められている。

２　目標（事業計画）

135

事業展開 継続 拡充

事業主管課 学務課

○学校給食では，給食施設，食物アレルギーのある児童・生徒の状況等に基づき，医師の指示に従い，対応可能
な範囲で給食を提供するなど，学校での食物アレルギー対策を進める。
○児童・生徒が，発達段階に応じて互いの違いを認め合い助け合う中で，みんなが同じように給食時間を楽し
み，食を通して成長していくことを目指す。
○市・教育委員会・学校が一体となって組織間の情報共有・連携に努める。

３　平成２５年度の取組状況
　平成２５年度２学期から再発防止に向けた以下の取組を順次導入
　○使用禁止食材（そば・ピーナッツ），完全除去を基本とする除去対応，おかわり禁止ルール，小学校での色分けトレイ・
食器の導入
　○食物アレルギー対応用の書類の統一（食物アレルギー対応献立表・対応カード，緊急時個別対応カードの使用）
　○給食室内のアレルギー対応専用スペースの確保（布田小学校）
　○食物アレルギー対応委員会の全校設置，「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」の配付
　○調布市立学校食物アレルギー対応マニュアルの作成・配付
　○慈恵第三病院アナフィラキシー対応ホットラインの運用（平成２５年９月２日運用開始・年度中で１４件使用）
　○緊急時の連絡手段の確保（ＰＨＳ電話全校配備）
　○児童・生徒への食に関する指導資料の配付
　○正しい知識や技術の習得に向けた教職員等への研修の実施　※主に１学期から２学期にかけて実施

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成24年12月の事故発生後に緊急で導入した対応及び平成25年7月にまとめられた「食物アレルギー事故
再発防止検討結果報告書」の提言を踏まえ，平成25年11月に教育委員会として「食物アレルギー事故再発防止
に向けた取組方針」を定め，対策を進めてきた。
　専門的な立場からの意見や実際の現場の状況，保護者の希望など，色々な角度から検討し効果的な取組を導入
できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　上記3の具体的な対応に加えて，小学校1校の給食室改修工事，児童・生徒への食に関する指導の充実，市民
への普及啓発や相談体制の整備，正しい知識や技術の習得に向けた教職員等への研修の充実など，万全の体制構
築を図るとともに，調布市基本計画の改定に向け，中長期的な取組についても検討を進める。

④ 平成２７年度の方向性
　上記3の具体的な対応を中心に，「食物アレルギー事故再発防止に向けた取組方針」や改定調布市基本計画に
基づく取組を進める。
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　中学校全校で第２学年の生徒全員が延べ５日間(原則)の職場体験を実施できた。
　アンケート結果から，９割の生徒が時間やルールを厳守することができ，働くことの楽しさや厳しさを感じた
など，勤労観や職業観を育み，社会人のマナーやルールを身に付けることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　学校の担当教員が中心となって，学校ごとに受け入れ事業所を確保しており，生徒が希望する受け入れ先を確
保することが困難な状況にある。指導室で受け入れ先事業所を確保し，学校へ配分する等の対応が必要である。
　また，指導室と団体との連携を図ることで，受け入れ事業所を確保していく。

④ 平成２７年度の方向性
　可能な限り受入事業所確保について，各校の推進委員(教諭)の負担軽減を図りつつ，職場体験を実施してい
く。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　関係諸機関の協力を得て，市内事業所等で原則５日間，中学校全８校の２年生が職場体験学習を実施し，望ま
しい勤労感や職業観を身に付けるとともに，社会のルールやマナー等を身に付ける。

２　目標（事業計画）
　キャリア教育の一環として確かな勤労観や職業観を身に付けるきっかけとなるよう，中学生による職場体験を
実施する。

３　平成２５年度の取組状況
第１期は，７月１日から５日まで２校が実施し，参加生徒数３８５人，受入事業所数は１１９箇所だった。
第２期は，９月２日から６日まで３校が実施し，参加生徒数３８５人，受入事業所数は１４３箇所だった。
第３期は，９月９日から１３日まで３校が実施し，参加生徒数５２２人,受入事業所数は１５７箇所だった。

　３期にわたり全８校の生徒が職場体験を行った。その中で仕事の難しさや大変さとともに，職業に就くことへ
の希望をもつきっかけとなった。
　１年間の事業実施内容をまとめた「調布市中学生職場体験事業報告書」を作成し，今年度の受け入れ事業所や
関係各所へ配布をした。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

中学生の職場体験学習の実施 事業主管課 指導室46

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 8 社会の変化に対応する取組
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基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 8 社会の変化に対応する取組

事業名
番号

特色ある教育活動としての児童・生徒
のボランティア活動の実施

事業主管課 指導室47

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　学校独自の教育活動の一環として，野川や仙川などのごみ拾いや地域清掃，校内美化デーなどのボランティア
活動を実施することにより，児童・生徒の奉仕の精神を育む。

２　目標（事業計画）
特別活動における勤労奉仕活動等の一環として，ボランティア活動を実施し，奉仕する心の育成を図る。

３　平成２５年度の取組状況
・水辺の楽校の主催で多摩川クリーン作戦を実施し，多摩川流域の７つの小学校の有志の児童が参加した。
・調布中や第五中，第七中において，生徒・ＰＴＡ・教職員による合同美化活動（近隣地域の清掃活動）を実施
した。
・染地小では，「美化デー」と称し，定期的に地域の清掃活動を実施した。
・布田小や八雲台小では，アルミ缶，スチール缶の回収ボランティア活動を実施した。
・児童・生徒会活動の一環として，ユニセフ募金活動を市内小中学校において，実施していた。
・冊子「平成25年度特色ある学校づくり」に，市内の各学校で取り組んでいるボランティア活動を掲載した。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各学校で実施している取組事例を冊子「平成25年度特色ある学校づくり」に載せ，各学校の取組を市内に情
報発信することができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　ボランティア活動を意図的・計画的に実施している学校の情報を，冊子だけで発信するのではなく，校長会や
副校長会等で説明をして伝えていく。
　教育委員会を代表して，指導主事等からの感謝の言葉を伝え，児童・生徒と懇談をする機会をもつ。

④ 平成２７年度の方向性
　学校で実施しているボランティア活動だけではなく，市内で行われている活動にも進んで参加する児童・生徒
を育成していく。

４　点検・評価

①　到達度
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基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 8 社会の変化に対応する取組

事業名
番号

環境教育の推進 事業主管課 指導室48

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　環境教育推進委員会による教員向けリーフレットの作成や教員研修，多摩川や野川の地域教材を生かした学
習，小学校５年生及び中学校１年生を対象としたCO２削減アクション月間の取組を通して保護者も含めた環境
保全の意識を高める。

２　目標（事業計画）
　多摩川や野川での自然体験活動の充実やゴミが与える環境への影響を考えることができる学習活動を推進して
いく。

３　平成２５年度の取組状況
（１）多摩川や野川を生かした探求学習
　○多摩川の生き物や植物の調べ学習
　○環境政策課事業である「環境フェア」において，滝坂小学校が多摩川や野川の生き物の調べ学習や滝坂の森
づくり等を発表した。
（２）ゼロ・ミッションと称したゴミが与える環境問題を改善する学習活動

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ 一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ 年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　総合的な学習の時間等に環境問題の内容を設定し，毎年決まった学年で環境教育に取り組む学校ができてい
る。
　児童・生徒の環境に対する意識が向上し，環境への取組に積極的に参加する姿が見られた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　各校での地域の特色を生かした環境教育を推進や，ふじみ衛生組合の施設見学など調布市のゴミ対策問題に関
する学習活動を通して，環境問題への意識を高める取組を推進する。

④ 平成２７年度の方向性
　神代植物公園，多様性植物センター等の施設を各校に啓発していくことや，ふじみ衛生組合の施設見学を通し
た調布市のゴミ対策問題等に関する学習活動の充実が図れるよう努める。

４　点検・評価

①　到達度
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基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 9 特色ある学校づくりに向けた取組

２　目標（事業計画）

49

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業

外部指導員の活用による部活動の充実 事業主管課

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

行革プラン 終了

事業名

１　目的（事業のねらい）

番号

指導室

　豊かで特色ある学校づくりの実現に向けた支援を行う。

　中学校の部活動の外部指導員に係る経費について，特色ある学校づくり交付金として，その費用を学校に交付
する。

３　平成２５年度の取組状況
　市の財政事情から，交付金の予算が削減されたことで，学校が希望する額を交付することができなかった。
　運動部では，バレー部，バスケットボール部，ソフトボール部などで部活動の活性化のために外部指導員を活
用した。また，文化部では，吹奏楽部，合唱部，演劇部などで専門的な知識・技能を活かして生徒の力量を高め
るため，外部指導員を活用した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各学校ごとに計画的に事業を展開した。計画通りに進めることができなかった学校については，経費の変更を
する等，予算の配分を変更することで対応に努めた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　大規模校においては，指導員謝礼が年度途中で不足することがあるため，予算の確保に努める。予算配分につ
いては，外部指導員の活用実績報告書の提出を求め，外部指導員の専門性や能力等を十分に活用している学校を
評価し，予算措置を検討する。

④ 平成２７年度の方向性
　これまでと同様，各学校で取り組む特色ある教育活動を推進するための交付金を交付する。
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新規 計画事業

番号
特別支援学級に在籍する生徒のための
部活動の充実

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 9 特色ある学校づくりに向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　市内中学校の特別支援学級において相互に部活動の情報の共有化を図り，よりよい部活動のあり方を探ること
により，特別支援学級に在籍する生徒の部活動への参加を推進する。

２　目標（事業計画）

50

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　特別支援学級に在籍する生徒が部活動に参加することを通して，充実感や達成感を得ることができるよう努め
る。

３　平成２５年度の取組状況
　特別支援学級設置校３校（調布中，神代中，第三中）の生徒は部活動に参加する際に，教員とともにボラン
ティア等が支援を行い，各学校の工夫により活動の充実が図られている。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　部活担当教員，特別支援担当教員，ボランティアがともに協力し合い，支援を行い，部活動の充実が図られ
た。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　部活動のボランティア支援については，それぞれ専門の技術や知識を有していることが必要であるため，その
人材を確保することが課題となっている。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き，生徒や保護者のニーズに応えることができるように，インクルーシブ教育視点も考慮しながら実施
を推進する。
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新規 計画事業

番号
特色ある教育活動の学校紹介集の作成

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 9 特色ある学校づくりに向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　各学校においては，児童・生徒及び地域の実態に応じた教育活動を，地域の方々とともに創りあげていくこと
が重要である。各学校の特色ある教育活動の理解を図るための資料として学校紹介集を作成する。

２　目標（事業計画）

51

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

魅力ある学校づくりとして学校の特色が分かるための冊子を作成し，様々な場で学校のよさを情報発信する。

３　平成２５年度の取組状況
　「調布市立学校　学校案内～特色ある教育活動～」を発行し，各学校の取組をそれぞれ4ページにまとめ集約
した。

　印刷冊数…５２０冊。
　配布先…市内小・中学校及び市議会議員，翌年度小学校入学予定の保護者等。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　学校評価に係る会合をはじめ，学校の紹介をする際に役立てている。
　関係諸機関にも冊子を配布し，特色ある教育活動の紹介と充実に役立てている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　作成した紹介集の内容をホームページに掲載するなど，一層の情報発信に努める。
　学校支援地域本部を実施している学校においては，その取組の内容についても周知を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　作成した冊子を関係者に配布し，教育活動の理解を図ることに努める。
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事業主管課 学務課

新規 計画事業

番号
中学校学校選択制の実施

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 9 特色ある学校づくりに向けた取組

行革プラン 終了

事業名

１　目的（事業のねらい）
　児童が自分の個性等にあった中学校を自ら選択することによって，自立心の成長を促し，それぞれの個性や可
能性をさらに伸ばす。

２　目標（事業計画）

52

事業展開 継続 拡充

　子どもの個性を認めそれを伸長すること，また，より良い学校生活が送れる環境づくりを目的として，子ども
が主体的に学校を選択することにより，特色ある学校づくりと開かれた学校づくりの促進を図るために，中学校
学校選択制を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
○４月以降　各中学校で実施する学校公開等について，市報，ホームページ，案内チラシ等で広報した。
○９月上旬　学校選択制についての案内チラシやパンフレット等を市立小学校を通じて配付した。また，市立以
外の在籍者に対しては郵送した。案内については，保護者向けの案内冊子だけでなく，実際に学校を選択する小
学生が正しく理解できるよう，小学生向けのカラー版チラシ（全８校中７校作成）を作成した。
○11月上旬　対象となる新中学1年生の各家庭に通知を郵送し，11月下旬に学校選択制の選択希望票の提出を
締め切った。
○12月中旬　選択希望者全員の受入が難しいと判断した学校の公開抽選を実施（抽選対象校：神代中学校）し
た。なお，公開抽選による補欠登録者については，2月末まで繰上げ（補欠登録順位末尾まで繰上げ）を行っ
た。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　公開抽選を行った学校はあったものの，最終的には選択制希望票提出者全員の希望に沿うことができた。ま
た，年々中学校学校選択制を利用する児童は増加傾向にある。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　中学校学校選択制を利用する児童が増えており，その希望に沿うことができれば事業のねらいを達成すること
はできるが，学校規模の問題や学校間の不均衡が助長される一面もある。中学校学校選択制の実施においては学
校規模等を勘案し，受入予定人数を慎重に検討する必要がある。

④ 平成２７年度の方向性
　人口統計資料や各学校の規模等を勘案したうえで，かつ児童の希望に可能な限り沿うことができるよう慎重に
進める必要がある。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　不登校児童・生徒の数は，小学生31名，中学生109名，合計140名で，昨年度より10名減少した（平成
２４年度：合計150名）。
　中学校では，学校復帰率が40％と高くなった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　一度不登校になった児童・生徒を学校復帰させるのは大変な困難を伴う。何よりも，児童・生徒を不登校にし
ないための予防的な取組みが大切である。学校内での連携，関係諸機関との連携，管理職の働きかけ等が考えら
れるが，今後は，それを具体的な行動指標として整備していくことが必要である。

④ 平成２７年度の方向性
　今年度までと同様，不登校プロジェクトを中心に課題解決を図り，１３０名以下の減少に努める。

不登校児童・生徒の学校復帰を目指し，現状を分析して解消に向けた取組の具体化を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　東京学芸大学の研究室と連携し，指導室，教育支援コーディネーター及び七中相談学級担任で構成される不登
校プロジェクトを３回実施した。学校への復帰が多い学校３校に，聞き取り調査を行い，どのような取組が効果
的だったかを分析した。年度末に今年度の取組みのまとめを冊子にして各学校に配布した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　不登校状態にある児童・生徒の状態・要因等の実態を把握し検証することにより，調布市の不登校の課題を明
確化を図り，対応策検討の基礎資料とする。

２　目標（事業計画）

53

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 10不登校児童・生徒に向けた取組

新規 計画事業

番号
不登校児童・生徒の実態調査分析によ
る課題の明確化と対応策の検討

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
適応指導教室「太陽の子」，通級指導
学級「相談学級」の運営

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 10不登校児童・生徒に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　不登校状態にある児童・生徒に対し，原籍校復帰を目指した指導を行う。小集団での学習・活動を通じて，対
人関係能力の伸長や自立への支援のための集団適応指導を行う。

２　目標（事業計画）

54

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　在籍児童・生徒の状況に応じて，個別指導・小集団での指導を行うとともに，生活のリズムを整える指導や，
興味関心を引く授業を工夫し，自主的に学習に取り組む姿勢を育むよう支援する。

３　平成２５年度の取組状況
　太陽の子には，平成２６年３学期末で，１２人（うち正式入級４人）が在籍し，都費嘱託員４人，市費指導員
６人で指導にあたっている。
　相談学級には，平成２６年３学期末で，１９人（うち正式入級９人）が在籍し，教員２人，都費嘱託員２人で
指導にあたっている。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　太陽の子，相談学級ともに，在籍している児童・生徒の出席率は良かった。相談学級においては，３年生全員
の進路が決定した。太陽の子では３人が原籍校復帰に向けて動き始めた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　太陽の子においては，不登校の理由が多様化しているため，対応が難しくなっており，なかなか原籍校復帰が
難しいという状態がある。
　相談学級においては，試験通級後に通級できなくなる生徒が多く，待機生徒の増大につながるという課題が
あったため，試験通級の前段階でスモールステップで進める体験入級を設定し，円滑な受け入れ体制づくりに努
める。

④ 平成２７年度の方向性
　該当学校との連携を強化し，不登校の解消に向けて取組の充実を図る。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　メンタルフレンドについては，対象児童・生徒が前向きになったと，ＳＳＷからも報告があるなど，効果が上
がっている。依頼のあったケースについては，すべて派遣することができた。
　テラコヤスイッチについては，定期的に参加している生徒が相談学級につながるケースが多く，生徒の居場所
として定着している。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　メンタルフレンドについては，依頼数が増加しているので，東京学芸大学には登録学生の確保を依頼する。テ
ラコヤスイッチについては，教育支援コーディネーター室等を通じて，引続き担任・養護教諭に周知を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　引続き，東京学芸大学と連携して事業をすすめる。

　メンタルフレンドについては，東京学芸大学で一定の研修を受けた大学生・院生を家庭・学校に派遣する。テ
ラコヤスイッチは，中学生を対象に毎週水曜日に実施する。

３　平成２５年度の取組状況
　東京学芸大学の研究室に業務委託し，メンタルフレンド派遣，テラコヤスイッチ実施。
　メンタルフレンドは，平成２６年３月末現在　１６人（延べ２２２回）小学生６人，中学生１０人に対して派
遣した。
　テラコヤスイッチは，毎週水曜日，平成２６年３月末で，４２回実施した。登録生徒数　１５人　（延べ参加
者数１２４人）であった。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　さまざまな理由で不登校状態にある児童・生徒に対し，比較的年齢の近い大学生・院生がメンタルフレンドと
して「お兄さん・お姉さん」の役割で関わることにより，本人の精神的な成長や，学校への前向きな姿勢の回復
を目指す。
　テラコヤスイッチでは，不登校状態にある中学生を対象に，学生・院生が関わることにより，学習するきっか
けづくりや少人数で楽しく過ごす時間を提供することを目指す。

２　目標（事業計画）

55

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 10不登校児童・生徒に向けた取組

新規 計画事業

番号
メンタルフレンドの派遣とテラコヤス
イッチの実施

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　新規案件数の5割を超える件数にスクールソーシャルワーカーが関与し，問題解決に至った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　教育相談所のソーシャルワーカーをスクールソーシャルワーカーとして指導室に統合し，３人体制で関係機関
との連携や家庭訪問，学校訪問などを行い，問題解決に向け取り組んでいく。
　スクールソーシャルワーカーを調布市教育委員会専門嘱託員として，年１９２日（月平均１６日）の勤務と
し，充実させていく。また，学校・保護者・地域等のスクールソーシャルワーカーに対する周知が不足している
ため，周知方法・案内の方法を改善する。

④ 平成２７年度の方向性
　相談内容が多様化・複雑化し，より一層体制の充実を図っていく。

家庭への支援が必要な案件に対して，関係する機関との連携や児童・生徒へ助言を行う。

３　平成２５年度の取組状況
○社会福祉士の資格を有するスクールソーシャルワーカーを２名配置している。面談や相談など教育会館内だけ
の活動ではなく，家庭訪問や学校訪問を行い，問題解決にあたっている。
○家庭に起因する相談の増加とともに継続する案件も増えつつあるが，一件一件丁寧に対応した。

【コーディネーター室の活動件数等】
　　平成25年度活動件数　　2,224件（平成24年度　1,546件）
　　平成25年度新規案件　        62件（平成24年度　 　 62件）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
スクールソーシャルワーカーは，支援が必要な児童・生徒に対して，学校や福祉分野を含む関係機関と連携しな
がら，家庭環境へのケースワーク等を行い，問題解決を図っていく。

２　目標（事業計画）

56

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室，教育相談所

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 10不登校児童・生徒に向けた取組

新規 計画事業

番号
スクールソーシャルワーカー配置の充実

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度は，市費スクールカウンセラーの中学校への配置日数を，年間２８日から小学校と同様の年間３
５日に拡充した。また，都費スクールカウンセラーについても，全校配置となったため，全小・中学校２人体制
で学校内の教育相談体制の充実を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２５年度から東京都公立学校スクールカウンセラーが全校配置になったことに伴い，今後の連携のあり方
について検討していく。
　平成２6年度は，小学校５年生，中学校１年生を対象に全員面接を実施予定。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２５年度から東京都公立学校スクールカウンセラーが全校配置になったことに伴い，今後の連携のあり方
について検討していく。
　平成２6年度は，小学校５年生，中学校１年生を対象に全員面接を実施予定。

　スクールカウンセラーが児童・生徒，保護者の相談を行うとともに，教職員と情報交換を行い，学校を休みが
ちな児童・生徒一人一人の心に寄り添った相談活動を行う。

３　平成２５年度の取組状況
　平成２５年度は，市費スクールカウンセラーの中学校への配置日数を，年間２８日から小学校と同様の年間３
５日に拡充した。また，都費スクールカウンセラーについても，全校配置となったため，全小・中学校２人体制
で学校内の教育相談体制の充実を図った。
 小学校スクールカウンセラー     利用者延人数　14,335人（平成24年度　10,359人）
（市配置）7.75時間　×　年35日　×　20校
（都配置）7.75時間　×　年35日　×　20校（平成24年度　6校）
 中学校スクールカウンセラー 　利用者延人数　6,350人（平成24年度　6,753人）
 （市配置）7.75時間　×　年35日　×　  8校（平成24年度　年28日）
 （都配置）7.75時間　×　年35日　×　  8校
 スクールカウンセラー連絡会開催　3回
「緊急時における子どもの心のケアについて」，「不登校児童・生徒への支援について」，「特別な支援・配慮
が必要な児童・生徒へのスクールカウンセリンラーのかかわり方について」，「子どものＳＯＳのサインを受け
とめるためのスクールカウンセラーの役割について」等

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　学校を休みがちな児童・生徒への支援に，スクールカウンセラーを活用し，学校教職員と連携しながら，一人
一人の児童・生徒の心に寄り添った相談活動を行う。

２　目標（事業計画）

57

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育相談所

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 10不登校児童・生徒に向けた取組

新規 計画事業

番号
スクールカウンセラーの活用

行革プラン 終了

78



新規 計画事業

番号
ソーシャルワーカー相談事業の充実

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 10不登校児童・生徒に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　不登校が長期にわたる場合や家庭環境が背景にある場合など，スクールカウンセラーへの相談や教育相談所の
来所相談に結びつきにくいことも多い。その場合ソーシャルワーカーが家庭に訪問するなどして，問題解決の糸
口を見つけていく。また，適応指導教室「太陽の子」や通級指導学級「相談学級」等と連携しながら，児童・生
徒を取り巻く環境の改善を図る。

２　目標（事業計画）

58

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室，教育相談所

　福祉的な手だてが必要な場合や，子どもだけでなく家庭支援が必要な場合の相談窓口としてソーシャルワー
カーを活用する。教育支援コーディネーター室，学校，子ども家庭支援センターすこやか，福祉機関等と連携し
て児童・生徒を取り巻く環境の改善を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　子どもについての困りごとのうち，福祉的な手だてや家庭支援が必要な場合等にソーシャルワーカー（社会福
祉士）相談窓口となり，保護者とともに解決の糸口を探った。来所が困難なケース等では，家庭訪問を行った。
必要に応じて学校・教育支援コーディネーター室・子ども家庭支援センターすこやか等関係機関と連携し，子ど
もを取り巻く環境の改善を図った。
 
　相談件数 107件（平成24年度 106件）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　関係機関と連携しながら，ケースに応じた対応を行い，子どもを取り巻く環境の改善を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成26年度から，教育支援コーディネーター室（指導室所管）のスクールソーシャルワーカーに一本化し，
相談窓口をわかりやすくするとともに，学校における課題の解決に即応できるよう体制の強化を図った。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き関係機関が連携して子どもを取り巻く環境の改善を図っていく。
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新規 計画事業

番号
不登校児童・生徒の保護者を対象とし
た情報交換会等の検討

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 10不登校児童・生徒に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　不登校傾向・不登校状態にある児童・生徒の保護者の多くは，子どもへの接し方などにひとりで悩み孤立しが
ちである。そこで保護者を対象とした話題提供や情報交換の機会など，当事者や保護者の視点に立った事業を実
施し，実際の対応のヒントや心のサポートを得られるようにする。平成２３年度から「学校に行きづらい子ども
の保護者の集い」として実施しており，今後も継続していく。

２　目標（事業計画）

59

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育相談所，指導室

　学校に行きづらい児童・生徒の保護者の孤立を防ぐための集いを指導室・教育相談所が連携して各学期に1回
実施する。

３　平成２５年度の取組状況
５月「学校に行きづらい子どもの保護者の集い（第6回）」を開催した。
　　　　（参加者 49人）
１０月「学校に行きづらい子どもの保護者の集い（第7回）」を開催した。
　　　　（参加者 35人）
２月「学校に行きづらい子どもの保護者の集い（第8回）」を開催した。
　　　　（参加者 45人）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　計画どおり，各学期１回実施することができた。
　参加者アンケートで，「こういう集まりがあることが心強い」「いろいろな方の話を聞いて，同じ思いを抱え
て頑張っているのだと元気が出ました」「同じ思いの方々を知り，少し肩の荷がおりた気がします。参加してよ
かったです」等，高い評価をいただいている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　指導室・学校等と連携し，「学校に行きづらい子どもの保護者の集い」を引続き各学期に１回開催し，専門家
や経験者の話や情報交換等を通して，保護者が子どもへの対応のヒントや心のサポートを得られるようにする。

④ 平成２７年度の方向性
　指導室・学校等と連携し，「学校に行きづらい子どもの保護者の集い」を今後も引続き開催し，専門家や経験
者の話や情報交換等を通して，保護者が子どもへの対応のヒントや心のサポートを得られるようにする。
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新規 計画事業

番号
小中連携推進協議会の活動の充実

行革プラン 終了

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 11幼・保・小，中連携教育の推進に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　これまでも小・中学校の生活指導や学習指導等の連携に向けた協議等を進めてきたが，中学校教師が小学校に
出向く「出前授業」をしたり，小学生と中学生が合同で行事を開催したりするなど，小・中学校の接続や指導の
一貫性を意識した「小・中学校教師間交流や授業づくり」の視点を重視した取組の充実を図る。

２　目標（事業計画）

60

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

　小学校と中学校における指導の連続性をもたせ，効果的な教育活動が行えるようにするための事業連携を充実
させる。

３　平成２５年度の取組状況
【１】地域教育懇談会の実施　▶各中学校区で健全育成を狙った懇談会を実施
【２】出前授業等の実施　　　▶中学校教員による出前授業・学校紹介
           　　　　　　　　　　 ▶小学校児童の中学校部活動参加
【３】教員研修の実施　　　　▶小・中学校の教員同士による授業参観や生活指導上の情報交換
【４】家庭や地域との連携　　▶クリーン作戦，マラソン大会，夏祭りへの参加
【５】市教委の取組
　　①生活指導主任会における各中学校区でのグループ化と情報共有の場を設置
　　　小・中合同生活指導主任会では，各中学校区の生活指導主任が情報共有を図る場を設け，生活指導上の
　　 課題と対応策を協議
　　②教務主任会での各中学校区での小・中学校のグループ化と情報共有の場を設置
　　　・１０月の教務主任会の際に，各中学校区で授業改善推進プランの内容の情報交換
　　　・１月の教務主任会では，中学校区ごとに教育課程における情報交換
　　③特別支援教育推進委員会での各中学校分区での情報交換
  　　 ・２月の連絡会では，配慮の必要な児童の情報交換の実施

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　地域教育懇談会は，全中学校区で実施できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
（１）連携内容は定着してきているので、第１回及び第２回小・中連携推進協議会は実施せず，５月の定例
　　校長会後に，各中学校区分科会にて日程等の確認を実施する。
（２）調小研・調中研の交流を進め、授業内容及び指導法についての相互研鑽を行う。

④ 平成２７年度の方向性
　中１ギャップ解消のための教員研修を行う。児童・生徒の豊かな心を育んでいくための地域協力を図っていく
ために地域教育懇談会の実施する。出前授業では，外国語活動や算数科の発展・関連性をもたせる意味で，英語
や数学の授業を中心としながら，全教科等における中学校教員の専門性を生かした出前授業を実施する。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年に取組んだ「就学支援シートの周知方法」の協議ができ，周知チラシやホームページを修正するこ
とができた。周知チラシの内容や配布方法の変更をしたことによる効果検証は，就学支援シートの活用枚数が集
計でき次第行う。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　就学支援シートの更なる活用を目的に，今後は，シートの記入内容の検討が必要となる。幼稚園・保育園・小
学校の双方が活用しやすいものにしていくため，幼保小連携検討会議で意見集約していく。また，平成２５年度
（２６年度入学児童）の就学支援シートの活用枚数を集計・把握し，今後の修正点を探っていく必要がある。

④ 平成２７年度の方向性
　小１問題やｉ-ファイルシステム，就学支援シートの活用方法などを，幼稚園・保育園・小学校のお互いが連
携して，問題解決に向けた検討をしていく。
　幼保小の連携の取組を，保護者・市民にも周知して行くことが必要であり，保護者も含めて，小1問題を解決
する手段を探っていく。

　組織的な土台が出来上がり，今後そのシステムを活用し，さらなる事業充実を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　市内の幼稚園・保育園の園長の代表と小学校長との代表が委員として出席いただく，幼保小連携検討会議を年
４回，開催した。

　平成２５年度は「就学支援シートの周知方法」が主なテーマとなった。就学支援シートは，就学後に配慮が必
要となる児童の情報を保護者から入学前に伝えることを目的にしているが，保護者への認知度が低い。幼稚園
長・保育園長からの意見を踏まえながら，保護者周知の方法と連携の在り方について検討することができた。
　保育要録・幼児指導要録の送付・受領は，この幼保小連携検討会議が開催されてから，スムーズな流れとなっ
ている。送付・受領の不具合があっても，幼保小連携検討会議で時点修正することで，円滑に行われることがで
きた。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　就学前の教育や保育を小学校教育へスムーズにつなげるためには連携を推進する必要がある。今年度，指導室
と子ども生活部の子ども政策課が事務局となり保育園，幼稚園，小学校からの参加を得て幼保小連携検討会議を
開催している。今後，就学支援シート，ｉ-ファイルなどを活用し，円滑な就学に向けた取組について検討し，
連携を推進する。

２　目標（事業計画）

61

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 2 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する

施策 11幼・保・小，中連携教育の推進に向けた取組

新規 計画事業

番号
幼稚園・保育園と小学校との連携の充実

行革プラン 終了
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・

・

・
・
・
・

・

社会教育課所管事業，図書館所管事業は概ね予定通り実施され，参加者からの声も好評であった。
３公民館合同利用団体連絡会を開催できたことにより，各公民館を取り巻く環境や状況の違いが共
有でき，３公民館の交流も検討できるようになった。
手話通訳を必要とする人たちの公民館事業への参加が増えてきた。

・
・

・

図書館の収集資料について，利用者が利用しやすい資料データを維持・整備するため，資料整理に
携わる人材の育成の継続が必要である。また，書庫スペースの確保が課題である。
図書館サービスについて，効率的な業務改善及び人材育成を進めていく必要がある。
図書館ハンディキャップサービスについて，調布市立図書館利用者支援事業実施要領の改訂が必要
である。
地域文化祭は実行委員会形式で運営しているので，より市民の参加が見られるようになった。

市民が図書館を利用して，趣味や教養に関する資料をはじめ，生活の問題を解決するための多岐に
わたる情報や知識を入手することができるよう，資料の収集・データの整備を行った。
インターネットを利用したサービスを活用し，利用者の利便性の向上及び 資料提供の迅速化・効率
化を図った。
図書館ハンディキャップサービスの一環で，テープ図書のデジタル化，布の絵本展示会等を実施し
た。
公民館では国際理解講座，公民館成人教育事業を実施した。
各公民館を会場として地域文化祭が行われた。

成果と課題

社会教育課所管事業では，社会教育学習グループのサポート，社会教育関係団体の育成と支援，社
会教育情報紙「コラボ」の発行，杉の木青年教室事業，のびのびサークル事業，遊ing（ゆーいん
ぐ）事業を実施した。
図書館では，「第２次調布市子ども読書活動推進計画」に基づき，子どもの本の選定・収集・提供
を行い，各種リストの発行，読書会，講座，講演会を実施した。
市民の読書啓発事業として，読書会，講座，講演会を開催した。
３公民館合同利用団体連絡会を４回開催し，各公民館の情報交換・意見交換がなされた。
公民館では手話通訳付きの事業を４本実施した。
図書館において録音図書等を整備し，印刷文字による読書が困難な市民のために読書支援の充実を
図った。
社会教育委員の会議，公民館運営審議会及び図書館協議会の運営を行った。

（５）　基本方針３　生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

総　括

施策12

取組実績
施策14

取組実績

施策13

成果と課題

・

・

・

歴史や地域ゆかりの文化・伝統に触れる機会を提供し，地域の文化遺産の保存と次世代への継承に
取り組んだ。
史跡下布田遺跡は，長年の懸案であった保存管理計画策定委員会の開催や國學院大學久我山高校所
蔵資料の市移管が実現し，また長い間用地買収の同意が得られなかった地権者との調整が整い，平
成２６年度に公有化できる見通しがつき，今後の整備・活用に向けて大きく前進した。
史跡深大寺城跡は，第３郭の追加指定について文化庁と地権者の同意が得られ，平成２６年度に追
加指定に係る意見具申書を文部科学大臣宛に提出することになった。

成果と課題

・

・

・

・
・

郷土博物館では，文化財の指定・管理，国史跡下布田遺跡・深大寺城跡の整備，学校教育との連携
事業，郷土芸能の保存と継承，文化財保護啓発，郷土の歴史を核とした展示・普及事業に取り組ん
だ。
実篤記念館では，実篤公園の整備を進め，美観と安全の確保に努めた。また，武者小路実篤の生涯
と「白樺」，「新しき村」，仙川の家を主題とした展示事業，実篤関連の文学・美術作品等の資料
収集，整理，保存，修復，実篤関連情報と収蔵品情報の収集及び提供に取り組んだ。
収蔵資料の多い図書館，郷土博物館，実篤記念館では，資料のデジタル化に取り組むとともにデー
タシステムの整備を行った。

歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用への取組

生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

・

・

　
・

・

・
・

・

取組実績

学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組
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・

年間の計画通りに進んでいる。
中学生・高校生が公民館を気軽に利用できるような方策を考えていく必要がある。

市民，利用者の意向を取り入れてより魅力的な事業の展開を図る。
３公民館合同利用団体連絡会の自主的な運営を支援する。
図書館資料の収集，整理，保存やその提供については，引続き資料の収集を続けると共にデータシ
ステムの整備等を行い，より市民が使いやすい内容にしていく。
図書館ハンデキャップサービスは利用者の要望に応えた質の良い録音図書，点訳資料を作成する。
また，宅配サービスをより市民に浸透したサービスとするため，受入れ体制を整える。
郷土の歴史・文化遺産を次世代に継承するため適切な保護に努め，幅広い世代が伝統文化に触れる
ことができる事業を推進する。

・
・
・

・

・

・
・

市民のスポーツ・レクリエーション活動支援に向けた取組

年間の計画通りに進めた。

・

・

・

成果と課題

取組実績

今後の方向性

リーダー養成講習会の実施，実行委員会形式による成人式の運営，調布っ子夢会議の開催を行っ
た。
ユーフォーと学童クラブの効果・効率的な事業運営のあり方について庁内で検討し，取組の方向性
を調布市次世代育成支援協議会に提示し，意見を伺った。
公民館青少年教育事業として各種教室等を実施した。

施策15

青少年の育成に向けた取組施策16

・
・

成果と課題

スポーツ振興課と定期的な連絡会を開催し，事業等についての意見交換を行った。
全小学校で地域の方を対象に地域運動会を実施した。
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業名
番号

社会教育学習グループのサポート 事業主管課 社会教育課62

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　サポートの申請があった学習グループに対して，講師・保育者・手話通訳者の謝礼を助成し，公開講座を実施
することにより学習の成果を広く市民に還元させる。

２　目標（事業計画）
　平成２5年度の実績を踏まえ，継続して学習グループの活動を支援する。
・学習グループの募集・審査・決定
・前年度の学習グループの学習記録を発行

３　平成２５年度の取組状況
　平成２5年度に行った事前調査で申請のあったグループについて審査のうえ，サポートするグループを決定。
５月からサポート開始。
学習グループからの申請に基づき，下記のとおり助成金を支払った。
・講師謝礼　22件
・保育者謝礼　延べ３１人
・手話通訳者謝礼　０件
７月に平成２４年度学習グループサポート記録を発行した。
予算編成前に次年度の申請予定団体数及び助成額の把握をするため，平成２６年度に向けた事前調査を９月に実
施した。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　登録団体からの意見を踏まえ，予定どおり実施された。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２5年度の実績を踏まえ，継続して学習グループの活動を支援する。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き実施していくが，より多くの学習グループの活動が活発化するよう，効果的な周知方法を検討する。

４　点検・評価

①　到達度
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新規 計画事業

番号
社会教育団体の育成と支援

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　社会教育事業を実施する団体に対して，継続的な活動の成果を広く市民に発表する機会を支援する等，会場使
用料や事業経費の助成を行うことで，調布市の社会教育の育成発展を図る。

２　目標（事業計画）

63

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

・ 社会教育関係団体の活動支援としての助成を行う
・ 社会教育関係登録団体の新規登録
・ 社会教育関係団体補助金の交付
・ 社会教育関係登録団体会場使用料の助成

３　平成２５年度の取組状況
・社会教育関係団体からの申請に基づき４団体の補助金の交付を決定した。
・社会教育関係登録団体からの申請に基づき，３団体に会場使用料を助成した。
・補助金交付を決定した４団体に補助金を交付し，多様な学びの機会づくりを支援した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　申請された社会教育関係団体への助成等は計画通りに達成することができ，助成した団体はまつりやイベント
での成果の発表や学習の機会づくり等で社会教育事業として成果をあげられた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　多くの市民が学び，参加する機会が提供されるよう，社会教育関係団体の活動を支援していく。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き，社会教育関係団体の活動を支援していく。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　社会教育施設における家庭教育に関する事業の情報や，子どもの発達や子育てに関する有益な情報など，紙面
の充実を図ることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　家庭を取り巻く状況を把握し，必要とされるタイムリーな情報が提供できるよう，平成２５年度の実績を踏ま
え，継続して実施する。

④ 平成２７年度の方向性
　継続して実施する。

　年５回の社会教育情報紙「コラボ」の発行

３　平成２５年度の取組状況
　平成２５年度も下記のとおり５回にわたり「コラボ」を発行した。（各号２５，４００部発行）
・第１号　７/１０発行（八ケ岳少年自然の家や郷土博物館，武者小路実篤記念館の情報など）
・第２号　９/２５発行（地域運動会の日程，学習グループ公開講座のお知らせなど）
・第３号　１１/２５発行（こどもの家，郷土博物館の情報など）
・第４号　１/２４発行（成人式，西武公民館の情報など）
・第５号　３/１０発行（調布っ子夢会議の開催，リーダー養成講習会のお知らせなど）
　毎回，様々な分野の方の執筆による家庭教育に関するコラムを２面に掲載。
【配布先】
・市内幼稚園，保育園，小学校，中学校（私立含む）
・社会教育施設（公民館，図書館）等

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　社会教育及び家庭教育に関するさまざまな情報を掲載した社会教育情報紙を発行することで，社会教育及び家
庭教育に関して興味，関心を持ってもらうとともに，意識の向上を図る。

２　目標（事業計画）

64

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

新規 計画事業

番号
社会教育情報紙「コラボ」の発行

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　回を重ねるごとに参加者とボランティアの方々との親密性が増していき，とても充実した活動が行えた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　継続して野外・文化・スポーツ活動の実施をすることで，参加者が社会において必要とされる知識と教養を習
得し，自立性の向上を目指す支援を行っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　ボランティアの方々と協調性を持ち，引き続き実施していく。

　参加者やボランティアの意見を踏まえ，年度当初に年間計画をたて，毎月１回の教室を開催する。

３　平成２５年度の取組状況
　特別支援学級を卒業した１８歳以上の青年を対象に，毎月１回，野外・文化・スポーツ活動を実施。
【活動内容】
   ４月　花見 （荒天により中止）
   ５月　３Ｂ体操
   ６月　ボーリング大会
   ７月　八ケ岳宿泊
   ８月　カラオケ大会
   ９月　お菓子づくり
１０月　ＦＣ東京サッカー観戦
１１月　絵手紙教室
１２月　料理教室
   １月　映画鑑賞
   ２月　ディスコパーティー
   ３月　バスハイク（サンシャイン水族館・展望台）
毎月の活動の運営のため，ボランティアメンバーへの連絡と調整。

・平成２５年度登録者　４０人（男性　３０人，女性　１０人）　平均　３６．５歳
・ボランティア　１６人

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　特別支援学級を卒業した社会人の青年を対象に，社会において必要とされる知識と教養を習得し，自立性の向
上を目指す支援をする。社会参加の機会を提供することで，集団行動を学び円滑な人間関係の構築を図る。ま
た，職場（作業所）と自宅の往復になりがちな生活において，日常と異なる場を月1回提供することで，生活の
中にゆとりと充実をもたらす。

２　目標（事業計画）

65

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

新規 計画事業

番号
杉の木青年教室事業

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
のびのびサークル事業の推進

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　月2回（第２，第４土曜日），調布市内に在住する市立小・中学校の特別支援学級在籍者及び都立特別支援学
校在籍者を対象として，校外活動やゲームなどの事業を通して，地域活動の促進を図る。

２　目標（事業計画）

66

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

　学校休業土曜日において，調布市内に在住する市立特別支援学級在籍者及び都立特別支援学校在籍者を対象と
した地域活動の促進を図ることを目的としている。

３　平成２５年度の取組状況
　調布市学校五日制地域活動連絡会に委託をし，文化活動，スポーツ・レクリエーション活動等を市内または近
隣の施設（都立調布特別支援学校，西調布体育館，健康活動ひろば等）において，計画した事業を実施した。
　毎回概ね１２名程度が参加し，ダンスを中心とした活動を行った。秋には市のバスを利用したバスハイク(ぶ
どう狩り)を実施した。また，平成２５年度は，のびのびサークル設立２０周年であったため，記念事業として
群馬サファリパークへのバスハイクも実施した。
　【実施事業】創作ダンス9回，ダンス9回，バスハイク２回，外出活動１回

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　全２１回，延べ２５９人が参加し，計画通り達成できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
平成２５年度の実績を踏まえ，継続して実施する。

④ 平成２７年度の方向性
引き続き，調布市学校五日制地域活動連絡会に委託して実施する。
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新規 計画事業

番号
遊ing（ゆーいんぐ）事業の推進

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　特別支援学級に在籍する児童・生徒が，映画鑑賞，体操教室，調理実習，工作教室などの年１０回実施する
様々な体験活動に挑戦することで，社会性や他人とのかかわりを学ぶことを目指す。

２　目標（事業計画）

67

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

　月に１回程度，市内小・中学校の特別支援学級に通う児童・生徒を対象に，学校だけではできない様々な社会
体験や，学校を超えた友達と一緒に過ごす充実した時間を提供することを目的として実施する。

３　平成２５年度の取組状況
  計画した事業及び参加者・協力者の募集を実施した。
  参加登録者２７人，指導員登録者７人，ボランティア登録者１０人

【実施内容】
　５月　ちぎり絵教室　　　参加者１６人　　　　　　１１月　映画鑑賞　　　　　参加者１７人
　６月　ミニサッカー　　　参加者１７人　　　　　　１２月　カラオケ　　　　　参加者１８人
　７月　野菜収穫　　　　　参加者２０人　　　　　　　１月　創作ダンス　　　　参加者１２人
　９月　水遊び　　　　　　参加者１５人　　　　　　　２月　悪天候により中止
１０月　ドッヂビー　　　　参加者１４人　　　　　　　３月　調理実習　　  　　 参加者１８人

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　指導員・ボランティアの協力を得て，計画どおり達成できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　活動を円滑に実施するために，指導員やボランティアの確保を継続して取り組んでいく。

④ 平成２７年度の方向性
　継続して実施していく。
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新規 計画事業

番号
子どもの読書活動の推進

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　「第２次調布市子ども読書活動推進計画」に基づき，子どもの発達段階に応じた読書活動を支援するため，選
書を重視し，各種事業の充実を図り，さらに関係機関と連携して子どもの読書活動の推進に取り組む。

２　目標（事業計画）

68

事業展開 継続 拡充

事業主管課 図書館

　子どもが言葉を学び，想像力を養い，幅広い知識を習得し，社会の中で生きる力を得る上で欠くことのできな
い読書の力を身につけるため，子どもの発達段階に応じた資料の提供と，資料と子どもを結びつけるためのおは
なし会等の事業を行う。子どもと子どもの本に関心のある大人に向けても，読書への理解を深めてもらうよう，
子どもの本に親しむ会などの事業を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
○子どもの本の選定・収集・提供を行った。
○各種事業を実施した。
　小学生読書会（月１回），幼児・小学生対象のおはなし会，０・１・２歳児対象のおはなし会，子ども発達セ
ンターでのおはなし会（隔月），保育園・幼稚園児へのおはなし会，小学校３年生へのガイダンス（市内３年生
全員），小・中学生の調べ学習への対応，団体貸出，ブックスタート事業，中学生通信「ぶちねこ便」発行（毎
月），職場体験受入，サマーボランティアの受入。
　絵本の読み聞かせ講座（３回連続講座　10/3・10・17（木）受講者延べ54人）
　子どもの本に親しむ会（11/21（木）参加者152人）。
○各種推薦リスト類を発行した。
○児童サービスに携わる若い職員の養成のため研修を実施した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　取り組んだ事業は概ね好評だった。特に０・１・２歳児対象のおはなし会はたいへん好評で参加者が増えてい
ることから，全館での実施回数を増やすなど事業の拡大を図った。各種推薦リストも本を選ぶ際の参考資料とし
て市民に活用されている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　一人でも多くの子どもたちに図書館に来館してもらい，本の楽しさを知ってもらえるよう，基本的な業務の充
実を図るとともに，より一層の企画を練ることが必要である。図書館を利用していない子どもたちへ働きかける
ためには，関連機関との連携を発展させることも課題である。また児童奉仕の専門性を持った職員を養成するた
め研修や実践指導を重点課題としたい。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２５・２６年度の活動を継承し，子ども読書活動の推進に努める。
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２　目標（事業計画）

　読書会や講座，講演会を主催し，また開催を支援することにより，市民の学習を支援する。

３　平成２５年度の取組状況
○講演会　６月１日（土）　文化会館たづくり大会議場
　「『八重の桜』の時代考証を語る」　　歴史作家：山村竜也氏
○文化講演会　９月６日（金）　文化会館たづくり大会議場
　「島村抱月と松井須磨子～芸術座の『復活』誕生と大正時代～」　　東京藝術大学非常勤講師：木村敦夫氏
○文芸講演会　１０月３０日（水）　文化会館たづくり大会議場
　「自著『歌舞伎座界隈』を語る～心の柱・東京下町の今と昔～」　　元編集者：藤田三男氏
○新春対談　１月１７日（金）　文化会館たづくり大会議場
　「脚本家として６０年　これからの日本映画つくり」　　シナリオ作家：石森史郎氏
　シナリオライター：三宅直子氏
○第４２回樟まつり　２月４日（火）～２月２３日（日）
　講演と朗読の会（２月４日），文化講演会（２月１２日，２１日），文芸講演会（２月１９日），市民歌会
（２月１１日），市民句会（２月１７日），名画鑑賞会（２月２３日），調布淡彩画展（２月１３日～１７日）
○読書会，公開読書会，公開講座

　中央図書館及び１０の分館において，図書館法に基づき，市民の読書啓発事業を実施している。
読書の喜びを通じ，自己の確立と形成，他者への寛容の精神を育むことにより，より豊かな地域社会の形成を図
る。

番号
読書会，講座，講演会の実施及び支援 事業主管課 図書館69

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン 終了

事業名

１　目的（事業のねらい）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　講演会，読書会，公開講座等において，現代的なテーマや話題の図書等，市民の意向を取り入れて事業を展開
し，成果があがった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　市民の意向を取り入れた事業を展開するにあたって，市民との協働を進めていく。多くの支持を得られるもの
なのかを踏まえながら，２５年度同様の事業計画を行う。

④ 平成２７年度の方向性
　読書関連団体と連携・支援し，市民の意見を含め，協力を得ながら事業の展開をはかる。事業における意識啓
発にも留意し，効果が広がるようにつとめていく。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　それぞれが活動拠点としている公民館以外の公民館の状況や課題を知ることにより，自らの公民館活動を見つ
めなおして，日常の活動に反映させていくことができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　利用団体同士の情報交換があまりなされていないので，交流会等を通して，お互いの活動を理解しながら，ま
ずは自分たちの団体の中での人材の掘り起こしに目を向けるようにしていく。

④ 平成２７年度の方向性
　連絡会を起点として，地域に活動を周知してもらうような取り組みをしていく。

　３公民館合同利用団体連絡会を定期的に開催して，情報交換や意見交換をし，他の公民館利用団体連絡会の取
り組みなどから得たものを自らの連絡会に活かすように促していく。

３　平成２５年度の取組状況
　３公民館合同利用団体連絡会を４回開催した。
　第１回会合　５月２３日　内容：自己紹介，今年度の活動についての情報交換・意見交換
　第２回会合　８月２９日　内容：各公民館利用団体の地域文化際に向けての取り組み状況の報告，意見交換
　第３回会合　１２月４日　内容：地域文化際を終えての近況報告，これからの取り組み予定等情報交換・意見
交換
　第４回会合　平成２６年３月５日　内容：平成２５年度の活動を振り返って情報交換・意見交換

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　よりよい公民館活動の推進と連携を目的に，３公民館で活動する団体（利用団体連絡会等）で組織する連絡会
を立ち上げ，交流や情報交換などを行うとともに地域に潜在する人材を掘り起こし，この人材を事業に活用する
ことにより地域の活性化を図る。

２　目標（事業計画）

70

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

新規 計画事業

番号
３公民館合同利用団体連絡会の設置

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
視覚・聴覚に障害のある方の学習参加の支
援

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　点訳・音訳された資料等の活用や，事業の企画にあたっては手話通訳付きで実施できるように配慮するなど，
障害のある方の学習参加を支援し，多様な人々がともに学ぶ環境をつくる。

２　目標（事業計画）

71

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館，図書館

　公民館主催事業の講演会等に手話通訳を付け，聴覚障害者の参加をうながす。
録音図書の作成，点訳資料の作成をして，障害のある方への提供枠をひろげる。

３　平成２５年度の取組状況
　西部公民館開館30周年特別講演会において，手話付き講座を実施した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｃ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　公民館では手話通訳付きの事業を企画してはいたが，講師の意向や会場の照明の関係などにより実施できな
かった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　聴覚障害者にも受講してもらいたい事業の事前広報をして，参加者の把握に努めながら，実施することが必要
である。

④ 平成２７年度の方向性
　公民館事業に聴覚障害者も参加できることを周知するように努めていく。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　６回の定例会のほか，第５ブロック研修会の開催や研究大会への参加など，社会教育の振興に資する活動が行
われた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続き社会教育委員を設置し，会議において家庭教育や人権問題などの調査・研究を行うとともに，平成
２５年３月に策定した調布市社会教育計画の進捗管理，周知広報を行う。

④ 平成２７年度の方向性
　社会教育の振興に向け，社会教育計画の進捗状況を管理し，計画の推進を図る。

　定例会を隔月で６回開催し，社会教育関係登録団体の助成・社会教育関係団体補助金の交付等について検討・
協議する。必要に応じ臨時会を開催する。併せて東京都市町村社会教育委員連絡協議会（以下，「都市社連協」
という。）への参画をする。

３　平成２５年度の取組状況
・定例会を６回開催し，社会教育関係団体の登録や補助金の交付を審査したほか，ブロック研修会の開催に向け
た調整や家庭教育に関して議論を行った。
・都市社連協第５ブロック幹事市として，いじめを題材にした演劇「シャドー・ボクシング」を市民参加のもと
上演し，研修会を開催し，演劇を通して社会問題に関して議論を行った。
・都市社連協理事会（羽村市）に４回参加した。
・関東甲信越静栃木大会（日光・宿泊１泊２日）の分科会において，東京都を代表して，「地域の絆を育むネッ
トワークづくり」というテーマに対し，「地域主体の世代間交流とそこから発生する『学び返し』」と題して調
布市が講演を行った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　社会教育法第１５条及び調布市社会教育委員設置条例に基づき，社会教育委員を設置している。社会教育委員
は，市の社会教育に関して，調布市教育委員会に助言・答申等を行っている。

２　目標（事業計画）

72

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12 生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

新規 計画事業

番号
社会教育委員の設置

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
公民館運営審議会の運営

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　社会教育法第２９条，調布市公民館条例第１７条による設置。館長の諮問により公民館における各種事業，ま
たその企画実施について調査審議し，助言をする。

２　目標（事業計画）

73

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

　公民館運営審議会を開催し，公民館における各種事業の企画・実施についての助言を得て，公民館事業の活性
化に結びつける。また，委員の研修を実施し，審議会へ反映させる。

３　平成２５年度の取組状況
　定例会６回，臨時会２回，研修会を１回開催した。なお，委員の改選期に当たるので第２７期公民館運営審議
会委員の委嘱式を７月２日に行った。
定例会（第２回：４月１６日，第３回：６月２５日，第４回：８月２０日，第５回：１０月８日，第６回：１１
月２６日，平成２６年第１回：平成２６年２月２０日）
臨時会（第２回：７月２日，平成２６年第１回：１月１０日）
研修会（平成２６年１月１０日，「公民館運営審議会の可能性」講師荒井容子（法政大学教授）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度は公民館運営審議会委員が第２６期から第２７期への改選期となり，再任委員４人，新任委員８
人の１２人の委員（定員１５人）で構成されている。積極的な発言が行われ，活発な審議会運営になっている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　各公民館からの有識者枠を２人から１人にしたため，定員１５人に対しては３人減となっているが，審議の内
容に応じて新たな委員を委嘱することも視野に入れながら，審議会運営に努める。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２７年度に第２８期へ委員の改選が行われるので，人選・推薦依頼等を平成２６年度中に準備する。
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 12生涯学習の意識啓発や活動支援に向けた取組

新規 計画事業 行革プラン 終了

事業名
番号

図書館協議会の運営 事業主管課

１　目的（事業のねらい）
　図書館法第１４条及び調布市立図書館条例第９条により設置しており，図書館の運営に関して館長の諮問に応
じるとともに，図書館活動について館長に対して意見を述べる機関である。年４回開催されている。

２　目標（事業計画）
　図書館の運営に関して重要な情報や資料を提示し，協議会を年４回開催する。

３　平成２５年度の取組状況

図書館74

事業展開 継続 拡充

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

○　平成２５年５月２３日（木）　会場：文化会館たづくり９階　研修室
内容：「平成２４年度図書館事業報告について」，「平成２４年度図書館利用状況報告について」，「平成２５
　　　年度図書館事業計画について」，「公立図書館を巡る話題～１～「図書館サービスと運営」について」
○　平成２５年７月１８日（木）　会場：文化会館たづくり９階　研修室
内容：「続・公立図書館を巡る話題～１～「図書館サービスと運営」について」，「公立図書館を巡る話題～２
　　～「電子書籍と図書館」について」
○　平成２５年１０月１７日（木）　会場　文化会館たづくり１０階　１００２学習室
内容：「委員長及び副委員長の選任について」，「上半期の図書館利用状況報告について」，「今期の図書館協
　　　議会の進め方について」，「調布市立図書館デジタルコンテンツデータベースサービスについて」
○　平成２６年１月２３日（木）　会場　文化会館たづくり１０階　１００１学習室
内容：「平成２６年度事業計画（案）について」，「調布市立図書館の今後のサービス～１～「開館日及び開館
　　　時間」について」，「利用者懇談会報告について」，「映画の図書展について」，「樟まつりについて」

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　委員の改選を行うにあたり，幅広く意見をいただけるように選定を行った。また今期から，調布市立図書館の
今後のサービスについて，各回ごとのテーマに沿った意見交換を開始した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　調布市立図書館の今後のサービスについて意見交換を重ね，提言としてまとめていく。

④ 平成２７年度の方向性
　継続して運営できるよう確実に事務処理を行う。

４　点検・評価

①　到達度
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新規 計画事業

番号
公民館登録団体の育成と支援

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
調布市公民館利用団体の登録及び援助に関する規則に基づいて，公民館登録団体の活動の育成と支援をし，公民
館を学習や成果発表の機会や場として提供することで，地域の活性化と生涯学習の推進につなげる。

２　目標（事業計画）

75

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

登録団体との意見交換の場として利用者懇談会や利用団体連絡会を設けるとともに，活動発表の場として地域文
化祭を開催し，登録団体の育成及び支援を行う。また，支援の一環として印刷機操作講習会を実施し，活動時の
資料作成等の一助とする。

３　平成２５年度の取組状況
公民館利用者懇談会（東部公民館：４月２０日，平成２６年３月２２日，西部公民館：５月１１日，平成２６年
２月２２日，北部公民館：４月６日，平成２６年３月２２日）
利用団体連絡会（東部利用団体連絡会：総会ほか年５回開催，西部利用サークル連絡会：総会ほか年３回開催，
北部利用団体連絡会：総会ほか年９回開催），役員会随時開催
印刷講習会（東部公民館：４月２３日，西部公民館：４月２０日，北部公民館：４月２０日）
新規登録団体　２団体　西部　２団体

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
利用団体からの意見等を吸い上げ，より利用しやすい公民館に環境改善を図るとともに，利用団体への支援も積
極的に行った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
新規登録団体を増やしながら，地域文化祭への参加を促し，利用団体の育成に努めていく。

④ 平成２７年度の方向性
利用団体の課題や悩みを的確に把握して，育成に生かしていく。
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新規 計画事業

番号
地域文化祭の実施

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　公民館施設を利用する団体が実行委員会を組織して地域文化祭を企画・運営し，学習成果を発表する場となっ
ている。また，公民館利用団体相互だけでなく，地域住民との交流を深める場にもなっている。

２　目標（事業計画）

76

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

　第５９回市民文化祭の一環として地域文化祭を開催し，公民館における日頃の学習活動の発表の場及び学習活
動を通した地域交流の場とする。地域文化祭実行委員会を設立し，地域文化祭の準備を行いながら運営する。

３　平成２５年度の取組状況
　各公民館を会場に，東部地域文化際，西部地域文化祭，北部地域文化祭が１０月２６日から１１月３日までの
８日間開催された。開催に当たっては，公民館利用団体から委員を選出して実行委員会を立ち上げ運営してい
る。
　東部地域文化祭実行委員会（５月１１日，６月８日，７月１３日，８月２４日，９月２１日，１０月１２日，
１２月１４日），西部地域文化祭実行委員会（５月１１日，６月８日，７月１３日，９月１４日，１０月５日，
１１月３０日），北部地域文化祭実行委員会（４月１３日，５月１１日，６月１５日，７月１３日，９月７日，
１０月５日，１１月３０日）
　なお，実行委員会で互選された役員による役員会は随時行われ，実行委員会をけん引した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　公民館利用団体による実行委員会形式で，企画・運営・実施をし，どの地域文化祭も多くの観覧者により，盛
況であった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平日の観覧者を増やすことを念頭において平成２６年度も同様に実施していく。

④ 平成２７年度の方向性
　同様に実施する。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　資料データの整備や収集方針の見直し等ほぼ予定どおりに達成できた。
　高架下資料保存庫の整備を進めたが，さらに書庫スペースの確保が課題である。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　収集方針に基づく資料の充実を行い，利用者が利用しやすい資料データ整備を行う。そのために資料整理に係
わる人材の育成を継続する。収集方針の検討を進め，高架下資料保存庫をはじめとする書庫の管理も継続して行
う。

④ 平成２７年度の方向性
　市民の生涯学習を保障するため，資料の充実に努める。資料データ整備を継続し，検索の利便性を高める。魅
力ある蔵書になるよう適正な書庫管理を行う。

　市民の生涯学習・文化・生活を支えるインフラとして，暮らしに役立つ魅力ある図書館を目指し，市民が図書
館を利用して，趣味や教養に関する資料をはじめ，生活の問題を解決するための多岐にわたる情報や知識を入手
できるようにする。生涯学習の拠点として，ニーズにあった資料の充実と最新情報の収集に取り組む。また限り
あるスペースを有効活用するよう適正な保存資料の選択を進める。職員・嘱託員の人材育成も行う。

３　平成２５年度の取組状況
○新刊の選定，発注，整理，装備，また寄贈図書の授受整理を行った。
○書誌データの整備を継続して行った。
○視聴覚資料の充実を進めている。
○水木しげる氏関連資料の充実と整備を行った。
○中央図書館，及び5分館（深大寺，神代，緑ケ丘，富士見，佐須）の蔵書点検を行った。
○地下書庫，高架下資料保存庫，中央佐須書庫の整理を行った。
○収集方針の見直しを進め，「地域資料収集等に関する方針」を改訂，「ハンディキャップサービス資料収集等
に関する方針」を作成して公開した。
○「数字で見る図書館活動」を作成した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　本や雑誌，視聴覚資料，電子資料などの図書館資料を収集し，利用できるよう整理する。将来の利用のための
保存も行う。

２　目標（事業計画）

77

事業展開 継続 拡充

事業主管課 図書館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

新規 計画事業

番号
図書館資料の収集，整理，保存の推進

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　概ね計画どおりに実施できた。業務マニュアルの周知徹底，カウンター運営の効率化等業務改善に取り組ん
だ。書庫が収容能力を超えており，開架書架から書庫へ移動することが困難な状況であり，利用しやすい開架書
架を維持することが難しくなっている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　ベテラン職員から若手職員へのスキル継続が引続き必要となっている。定期的な職場内研修を行うと共に，業
務習得のためのOJTや研修内容の改訂を行う。開架書架の除架をすすめ，時宜に即した展示を行うことで新鮮な
書架づくりを図る。団塊世代の退職に伴い，滞在型利用者が増加しているので，要望を探りながらサービスの改
善につなげていく。

④ 平成２７年度の方向性
　市民の生涯学習・文化・生活の拠点として，魅力ある暮らしに役立つ図書館を目指して，図書館サービスを実
施し充実させる。

　市民の生涯学習・文化・生活を支えるインフラとして，暮らしに役立つ魅力ある図書館を目指し，市民が図書
館を利用して，趣味や教養に関する資料をはじめ，生活の問題を解決するための多岐にわたる情報や知識を入手
できるようにする。地域の情報拠点として，図書を中心としながら，新聞，雑誌，電子資料等適切な形態の資料
の提供を効率的に推進する。市民に身近な機関として，気軽に相談できる雰囲気づくり・人材育成を行う。

３　平成２５年度の取組状況
○インターネットを用いた予約・リクエストサービスが軌道にのり，予約サービスの迅速化・省力化が進んだ。
利用者にとっての利便性が向上するとともに，業務の効率化が図れた。
○図書館ホームページを随時更新しコンテンツの充実と情報発信に努めた。
○人材育成の取組として，新人研修体制の継続，定期的に職場内研修を実施，外部研修受講を推進した。
○個人貸出数　2,795,737件　（前年比　72,709件減）（視聴覚資料含む）
　予約数　　　　691,471件　（前年比　727件減）（視聴覚資料含む）
　有効登録者数　  93,768人

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　収集・整理・保存されている図書館資料を，貸出，閲覧，複写などによって利用者に提供する。

２　目標（事業計画）

78

事業展開 継続 拡充

事業主管課 図書館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

新規 計画事業

番号
図書館の資料提供

行革プラン 終了
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　必要な情報が市民につながるように，上記の様々な取組を行った。レファレンス受付件数は，平成２５年度
は，前年度と比較して，中央図書館全体では1,644件の増加，内レファレンスカウンターのみの受付件数も
781件増加した。分館全体でも234件増加した。
　印刷媒体としてのパスファインダー（ある主題について，関連する文献・情報の探索法をまとめたもの）の提
供など，実施予定で準備していたが実施できなかったので，今年度実施する。

　オンラインデータベースの活用を促進するために，利用の手引きを整備する。
　仕事・ビジネス支援コーナーを使いやすくする工夫をする。
　健康・医療情報提供サービスについては，関連機関とのさらなる連携などによる，内容の充実を図る。

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）

④ 平成２７年度の方向性
　情報及び情報源を的確に利用者につなげることができるよう仕組みをつくる必要がある。
　周知広報の方法について検討する。

　市民が図書館を利用して，趣味や教養に関する資料をはじめ，生活の問題を解決するための多岐にわたる情報
や知識を入手できるようにする。

３　平成２５年度の取組状況
○資料探索や調査研究のため，レファレンス事例をホームページで発信した。
○参考図書室レファレンス受付件数３,500件（平成26年３月末）
　インターネット利用件数19,041件，オンラインデータベース利用件数489件（平成26年３月末）
○健康・医療情報コーナーの取組としてハンディキャップサービス係の宅配のＰＲを含んだ「図書館の健康情報
使い方ガイド」を作成し，健康推進課と連携，調布市医師会を通じて，市内192箇所の医療機関に配布した。
図書館全館でも配布・閲覧が可能である。
○産業振興課と連携し，就労支援コーナー及びビジネス仕事支援コーナーのチラシやポスターなどによる情報提
供の内容の充実を図った。調布市産業振興センターのセミナーへのテーマ別リストの提供を行った。
○国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス開始に向けての準備を行った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　資料探索や調査研究のアドバイスを行う。また，利用者が求める資料や情報を入手できるよう情報収集の支援
を行う。

２　目標（事業計画）

79

事業展開 継続 拡充

事業主管課 図書館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

新規 計画事業

番号
調査活動への支援

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
図書館ハンディキャップサービスの推進

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　ハンディキャップサービスは，資料があっても読むことができない，来館が困難など図書館を利用したくても
利用できない原因を取り除き，誰でも図書館を利用できるように支援する事業。実施にあたっては多くの市民の
協力を得て行い，併せてこれらの事業に携わる音訳者，点訳者，布の絵本製作者等の養成を行う。

２　目標（事業計画）

80

事業展開 継続 拡充

事業主管課 図書館

・録音図書のデジタル化促進
・対面朗読
・資料の点訳
・協力者の養成
・宅配サービスのＰＲ
・布の絵本の普及
・大活字本の収集・提供
・マルチメディア資料収集
・要領の改訂

３　平成２５年度の取組状況
○録音図書のデジタル化促進
○対面朗読
○資料の点訳
○協力者の養成
○宅配サービスのＰＲ
○布の絵本の普及
○大活字本の収集・提供
○マルチメディア資料収集
○要領(案)検討

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　概ね計画どおり行った。デジタル録音図書は212タイトル増加し，所蔵数は1,682タイトルとなった。対面朗
読，資料の点訳は利用者の求めに応じて，常時対応している。協力者養成のための講座は，積み重ねが重要であ
るため，それぞれ実施した。宅配サービスと布の絵本の普及のために，機会を捉えてＰＲを行った。調布市立図
書館利用者支援事業実施要領の改訂は実施に至らず，今後の課題が残った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　更に機会を捉えてサービスのＰＲを行い，図書館の受入体制を整備していく。宅配ボランティアの募集につい
てもＰＲしていく。マルチメディアＤＡＩＳＹについては年次的に収集しながら，利用に結び付けていく。ま
た，引続き利用者支援事業実施要領の改訂を行っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　サービスの質を不断の努力で向上させるとともに，サービスの存在を広く一般の人々も含めて，情報を必要と
している人に確実にＰＲしていく。また，サービス要領等の整備を行う。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　市民の他国に対する学習意欲を満たすとともに，国際感覚を養う一助となっている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　国際情勢を踏まえて取り上げる内容を吟味する必要がある。

④ 平成２７年度の方向性
　さまざまなアプローチを考えながら実施していく。

　外国との相互理解を図るため，外国の文化・歴史等について学習する機会の提供として，国際理解講座を開催
する。

３　平成２５年度の取組状況
東部公民館　全２回「語りと唱で韓国の心にふれる～民話とパンソリ（ユネスコ無形文化遺産）を通して～」
西部公民館　全２回「アラブの春とは何だったのか？～シリアの紛争を中心に～」
北部公民館　Ⅰ（全３回）「今，もっと知りたいイスラム世界のこと」，Ⅱ（全２回）「自作絵本「世界で働く
子どもたち　もっと知りたい」を通してみる世界の国々と日本の問題点」

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　常に変化する国際社会や，他国の人々の生活文化，歴史等を理解する学習の機会を提供する。

２　目標（事業計画）

81

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

新規 計画事業

番号
公民館国際理解講座の実施

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　市民のニーズに応えるべく多岐・多様にわたる事業が展開できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　公民館同士で講座内容や講師等の情報交換を行い，共有できるところは共有し，より広範な講座内容の事業展
開を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　多世代交流や地域内交流を模索した事業に取り組む。

　市民のニーズに応じた様々な講演会・講座等を開催するとともに，地域色を活かした事業を開催して，地域コ
ミュニティーの推進を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　3公民館とも，年間を通じて，講演会，市民講座，市民文化教室，高齢者対象事業を展開した。また，３公民
館合同企画事業を開催した。
東部公民館：講演会１回，市民講座５講座（健康，歴史，芸術，防災他），市民文化教室５教室（菓子作り，手
工芸，料理，茶道他），高齢者対象事業７講座（スマホ，健康他）
西部公民館：講演会１回，市民講座１0講座（健康，文学，歴史，音楽，美術，環境，福祉，防災他），市民文
化教室６教室（ハーブ，折り紙，パソコン，料理他），高齢者対象事業３講座（歴史散歩，健康他）
北部公民館：講演会１回，市民講座８講座（健康，歴史，音楽，美術，科学他），市民文化教室３教室（陶芸，
ドラム，デッサン），高齢者対象事業２講座（健康，ヴォイスレッスン）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　市民がそれぞれに必要なテーマを生涯を通して学習ができるように学習の機会を提供していく。

２　目標（事業計画）

82

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 13学習や学習成果の発表の機会や場，学習情報の提供に向けた取組

新規 計画事業

番号
公民館成人教育事業の実施

行革プラン 終了
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　市文化財の新指定２件，国登録有形文化財（建造物）の新登録７件をはじめとして，市文化財指定に向けた深
大寺白鳳仏厨子の学術調査，市指定天然記念物シロハナヤブツバキの保存管理，市指定文化財等の管理公開謝礼
の支払い等，ほぼ計画どおり実施できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　文化財保護審議会の開催／市文化財の新指定（深大寺白鳳仏春日厨子・虎狛神社鳥居及び佐須村の碑・下石原
八幡神社本殿など）／市指定有形文化財・虎狛神社本殿覆屋の修復（市文化財保存事業費補助事業）／市指定天
然記念物・シロハナヤブツバキの保存管理／文化財説明板の付替え／深大寺深沙大王堂銅磬の継続調査／第６１
回文化財防火デー防火訓練の実施

④ 平成２７年度の方向性
　文化財保護審議会の開催／市文化財の新指定／市文化財保存事業費補助事業の継続／市指定天然記念物シロハ
ナヤブツバキ保存管理計画の継続／文化財説明板の付替え／文化財防火デー防火訓練の継続

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　新たな文化財の指定を進め，保護対象の充実を図る。またすでに指定されている文化財についても管理等保護
内容の充実を図る。

２　目標（事業計画）
　市文化財の新指定／国・都・市の指定・登録文化財の現状調査及び適正管理（標柱・説明板含む）／市文化財
保存事業費補助金交付要綱の周知徹底／文化財被災状況の確認方法の確立

３　平成２５年度の取組状況
【文化財保護審議会】　９回開催（4.24・5.22・7.1・9.17・10.30・11.25・12.12・1.30・3.28）
【市指定文化財関係】　「下布田６号墳（狐塚古墳）及び出土品」の新指定（3.14）／「シロハナヤブツバ
キ」のひこばえ伐採（5.8）後継樹移植（6.17）消毒点検（2.28）剪定（3.24）／指定候補「深大寺白鳳仏春
日厨子」の審議会委員調査（9.18）東京藝術大学調査（10.23～10.24）／管理公開謝礼支払い（3.4）／文
化財説明板４枚の付替え（3.28）
【国登録有形文化財（建造物）】　「白百合女子大学めぐみ荘（旧菊池家住宅）・新井家住宅」の文化庁実査
（5.10）追加調査（5.25・5.27）文部科学大臣宛意見具申書提出（6.3）伊豆市菊池家聞き取り調査（6.29
～6.30）国文化審議会答申（11.15）教育委員視察（11.25）／登録候補「佐橋家住宅」視察（4.9）
【深大寺深沙大王堂銅磬】　相模原市善勝寺訪問（6.21）銅磬借用（9.10）東京藝術大学銅磬納品（2.20）
【文化財防火デー】　第６０回文化財防火デー防火訓練（1.22・深大寺）

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

文化財の指定・管理の推進 事業主管課 郷土博物館83

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

事業名
番号

国史跡下布田遺跡・深大寺城跡の整備 事業主管課 郷土博物館84

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　国史跡の下布田遺跡と深大寺城跡は，保存用地の取得等を進めて保全を図るとともに，活用に向けての計画立
案をする。

２　目標（事業計画）
【史跡下布田遺跡】　追加指定及び公有化の推進（国庫補助事業）／外部団体所蔵資料の移管交渉及び再整理調
査の実施（国庫補助事業）／保存管理計画の策定
【史跡深大寺城跡】　保存区域の確定及び追加指定の検討／史跡深大寺城跡第３郭市管理用地仮整備の立案

３　平成２５年度の取組状況
【史跡下布田遺跡】　國學院大學久我山高校所蔵資料の市移管（4.19）／江戸東京たてもの園との協議
（5.23・10.4・11.6・12.26）／國學院大學との協議（6.25・8.7・10.8）／地権者交渉（11.21・
12.27）／保存管理計画策定委員会委員の委嘱（10.1）／第１回史跡保存管理計画策定委員会の開催（3.26）
／民有地272.58㎡の直接買上げ（3.14・国庫補助事業）
【史跡深大寺城跡】　追加指定に係る都協議（11.6）／追加指定に係る文化庁協議（11.14）／地権者交渉
（11.20・2.21）／第３郭市管理用地の鉄線柵付替え（3.26）
【史跡整備協議会】　東京都文化財保存整備区市町村協議会（都文協）担当者会議（5.14）／都文協総会・研
修会（7.19・八王子市）／全史協関東地区協議会（関史協）総会・研修会（7.26・川越市）／全国史跡整備市
町村協議会（全史協）大会・エクスカーション（10.9～10.11・南城市）／都文協・東京都陳情（11.5）／全
史協臨時大会・国会議員陳情（11.14）

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
【史跡下布田遺跡】　長年の懸案であった保存管理計画策定委員会の開催や國學院大學久我山高校所蔵資料の市
移管が実現し，また長い間用地買収の同意が得られなかった地権者との調整が整い，平成２６年度に公有化でき
る見通しがついたこと等，今後の整備・活用に向けて大きく前進した。
【史跡深大寺城跡】　第３郭の追加指定について文化庁と地権者の同意が得られ，予想以上の成果が得られた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
【史跡下布田遺跡】　民有地207㎡の直接買上げ（国庫補助事業）／建物移転補償を伴う地権者交渉／史跡内
法定外公共物（朱道２本）の所管替え／國學院大學久我山高校移管資料の再整理（国庫補助事業・初年度）／江
戸東京たてもの園との継続交渉／史跡保存管理計画策定委員会の開催（４回）
【史跡深大寺城跡】　追加指定意見具申書の提出／平成２７年度国庫補助事業計画書（直接買上げ）の提出

④ 平成２７年度の方向性
【史跡下布田遺跡】　史跡保存管理計画書の発行／國學院大學久我山高校移管資料・発掘調査報告書の発行
【史跡深大寺城跡】　公有化事業の推進（国庫補助事業）／第３郭市管理用地の仮整備（案）の作成

4　点検・評価

①　到達度
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

事業名
番号

学校教育との連携事業の推進 事業主管課 郷土博物館85

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　博物館内での授業，博物館学芸員による出前授業，収蔵資料の貸出等を行い，調布ゆかりの事項について学校
と連携して事業を実施する。

２　目標（事業計画）
　学校からの要望に応じて，授業時の学芸員の派遣や収蔵資料の貸出，団体見学の際の展示解説・民具体験など
の館内授業等を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
○館外授業の実施・縄文土器作り（染地小6年43人）・縄文土器焼成（染地小6年43人）・染地遺跡見学会
（杉森小6年124人）・七厘体験（若葉小3年58人）
○館内授業の実施・縄文土器について（富士見台小6年63人）・大昔の暮らしについて（多摩川小2年9人）・
郷土学習展見学・民具体験学習（小学校（上ノ原小，緑ヶ丘小，北ノ台小，富士見台小，八雲台小，若葉小，石
原小，第二小，多摩川小，第三小，飛田給小，国領小，染地小，布田小，第一小，調和小，晃華学園，柏野小，
杉森小）３年1603人）
○職場体験受入れ・第五中学校２年延べ１５人    ○資料貸出・戦争関係資料（柏野小）・足踏み脱穀機（飛田
給小）・糸車（杉森小）・「下石原獅子舞」DVD（石原小）
○学校関係者への出張講習・深大寺小教員30人・深大寺小PTA40人
○その他　東京都公立学校教員１０年目経験者研修社会体験研修（神代中教員１人）

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　私立を含む市内全ての学校に団体見学の案内を配布し，各校の見学日の調整を行った。悪天候や学級閉鎖の影
響で延期や中止もあったが，概ね問題なく実施できた。また，団体見学用のワークシートを見直して，新たに配
布したところ，多くの学校で活用された。その他の事業に関しても，学校の要望に沿った解説や資料の貸出等を
行った。昨年度に比べて，よりきめ細やかな対応ができたので，ほぼ予定通りに目的が達成されたと評価した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　学校の担当者向けに実施したアンケートの結果をもとに，解説・体験等を設定し，学校側の要望により応えら
れるよう事前のやり取りをしながら，協力して実施してゆく。また，学校からの依頼を受ける際，学習の上で参
考になる資料等を提案できるよう，使用している教材や学習の内容を事前に把握する。

④ 平成２７年度の方向性
　これまで個別に対応している館外授業（職員派遣）及び資料の貸出について，各校に共通する事項を把握し
て，より効率的な対応が行えるよう，博物館利用の手引きを作成する等，学校に向けた広報を行っていく。

４　点検・評価

①　到達度
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
【調布市郷土芸能祭ばやし保存会】　市補助金額は前年度実績であったが，子供はやし連は，すでに飛田給・上
石原・上布田・下布田・国領・金子・深大寺の７つのはやし連で育成されており，また小島・上ケ給・仙川はや
し連では子供の新習いができており，後継者育成を主目的とした補助金交付の成果が上がっている。
【下石原八幡神社三匹獅子舞保存会】　民間企業の補助金制度の利用を提案したが，体制が整わず断念した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
【調布市郷土芸能祭ばやし保存会】　第５７回祭ばやし保存大会の開催（7.20）／第１５回多摩川流域郷土芸
能フェスティバルへの参加（12.7・金子はやし連）／現在活動休止中の柴崎はやし連や子供の構成員がいない
下石原はやし連の後継者育成支援
【下石原八幡神社三匹獅子舞保存会】　東京文化財ウィークへの継続参加／市無形民俗文化財指定の検討

④ 平成２７年度の方向性
【調布市郷土芸能祭ばやし保存会】　若い後継者の育成支援（市補助金の増額・市内小学校等との連携強化）
【下石原八幡神社三匹獅子舞保存会】　下石原八幡神社三匹獅子舞の活動支援（東京文化財ウィークへの継続参
加・市無形民俗文化財指定の検討）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　現在市内に残る祭ばやし等郷土芸能の継承，特に後継者育成を支援する。

２　目標（事業計画）
　市指定文化財「調布の祭ばやし」の継承及び後継者育成事業の活動支援／復活した下石原八幡神社三匹獅子舞
の活動支援

３　平成２５年度の取組状況
【調布市郷土芸能祭ばやし保存会】
●祭ばやし保存会市補助金交付（4.18）
●祭ばやし保存会第１回理事会（4.26）
●祭ばやし保存会第２回理事会（6.6）
●第５６回祭ばやし保存大会（大人はやし連１１チーム・子供はやし連５チーム）（7.14）
●第５６回祭ばやし保存大会反省会（8.6）
●祭ばやし保存会新春懇親会（1.27）
●多摩川流域郷土芸能フェスティバル・第１回実行委員会出席（1.15）
【下石原八幡神社三匹獅子舞保存会】
●東京文化財ウィーク2013への参加・伝統芸能実演「下石原八幡神社三匹獅子舞」（10.6）

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

郷土芸能の保存と継承 事業主管課 郷土博物館86

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　東京文化財ウィーク2003の企画事業として計画していた文化財ウォーク（三鷹市共催）は台風のため中止と
なり，調布の文化財第51号の発行は印本費不足のため次年度送りになったが，ほぼ予定どおり年度目標が達成
された。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成25年度事業の継続。ただし，若い世代が参加しやすい事業や広報のあり方等について検討し，市民も
様々な形で協力・参加できる新たな文化財保護の仕組みづくりを提案していく。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き，市民も様々な形で協力・参加できる新たな文化財保護の仕組みづくりを目指す。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　市内に所在する指定文化財の公開機会の拡大や見学会の実施，広報誌の発行等，また東京都教育委員会主催の
「東京文化財ウィーク」，多摩地域の自治体で共同実施する「多摩郷土誌フェア」への参加等により，市内外で
の文化財保護の啓発を図る。

２　目標（事業計画）
　市民が地域の文化財に接したり，様々な文化財関連事業に参加することにより，行政側だけでなく市民も様々
な形で協力・参加できる新たな文化財保護の仕組みづくりを目指す。

３　平成２５年度の取組状況
【現地説明会】　史跡深大寺城跡（4.16・調布市民放送局取材対応）／史跡下布田遺跡（11.25・教育委員及
び文化財保護審議会委員）／染地遺跡（12.25・杉森小６年生）
【東京文化財ウィーク2013】　企画展「野口家資料展～橘屋一家のモノ語り～」（10.5～11.17）／企画展
関連講演会「野口家資料にみる布田五宿の香具師集団」（10.27）／文化財講演会「深大寺と史跡深大寺城跡」
（11.2）／文化財講演会「下布田古墳群と多摩川流域の終末期古墳」（11.3）
【他課・他市等連携】　生涯学習交流推進課・地域デビュー歓迎会実行委員会主催「歴史講座」（11.17）／調
布史談会共催「文化財講演会」（1.25・講師派遣）／多摩市主催「文化財講演会」（2.19・講師派遣）
【多摩郷土誌フェア】第２６回多摩郷土誌フェアへの参加（2.1～2.2）
【刊行物の発行】　パンフレット「史跡深大寺城跡」（1.20）／『埋蔵文化財年報—平成２４年度—』
（3.14）／「調布の文化財第５０号」（3.17）

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

文化財保護啓発の推進 事業主管課 郷土博物館87

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組
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事業名
番号

計画事業 行革プラン

実篤記念館88

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

実篤公園管理計画の策定 事業主管課

３　平成２５年度の取組状況
・公園の日常管理
・公園内樹木の高木剪定（１月～３月）
・記念館側地下通路の照明及び手摺の増設（12月）
・実篤旧邸ベランダ手摺の増設（12月）

事業展開 継続 拡充 新規

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き事業を継続し充実に努める。

   実篤旧邸を含めた公園を良好な状態に維持し，来園者の快適な利用に供するため公園内の整備を計画的に行
う。

１　目的（事業のねらい）
　地域ゆかりの文化遺産である実篤公園の良好な維持と美観の保持，来園者の快適な利用を図る。

２　目標（事業計画）

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A

４　点検・評価

①　到達度

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　照明や手摺の増設により, 特に高齢者に対する利便性の向上を図った。緑と公園課と共同で園内の高木剪定を
行い,  美観の向上及び安全性の向上に努めた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　公園の管理計画を緑と公園課と協議する。
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

事業名
番号 武者小路実篤の生涯と「白樺」，「新しき

村」，「仙川の家」を主題にした展示事業の
展開

事業主管課 実篤記念館89

○【展示事業】春の特別展：「託された思い」～調布市武者小路実篤記念館所蔵レクションの歩み～，

○【普及活動】講演会，講座，展示解説など27事業（55回），上半期にガイドボランティアの養成講座を開
催し，下半期にはガイドボランティア活動を開始（20回、239人参加）。

ーを加えたほか，解説シート3種の発行し，実篤の人柄・作品の普及に努めた。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

　開館30周年となる年で，記念の特別展を開催するとともに，年間を通して実篤記念館がこれまで収集してき
た作品・資料，「実篤」「白樺」「新しき村」「仙川の家」の情報を活用した展覧会，普及事業を展開する。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　展示，普及講座は，いずれも好評であった。また，普及活動では，新たにガイドボランティア活動を開始し
て、回を重ねるごとに定着し，参加者が増えている。また，学校教育との連携では，出張展示，調べ学習や講座
に積極的に取組み，夏休み企画では新たな自由研究サポートのメニューを増やすなどの事業を通して，実篤や作
品への興味を高めることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続き，事業の継続・充実に努める。特に学校教育との連携を充実させ，事業を通して武者小路実篤の多く
の人を励まし，「生きる力」を呼び起こす詩や言葉・作品を紹介する機会を増やすことで，広く実篤やその作品
に関心を高めていく。また，実篤が生涯にわたり語り続けた，個性を尊重し互いを認めあい，共に高めていくこ
とを，展覧会や普及事業を通して発信し，広く普及に努める。

④ 平成２７年度の方向性

年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

   特別展解説パンフレット（2回発行），館報（2回発行），「武者小路実篤記念館友の会の歩み」編集発行。
○【学校教育との連携】実篤記念館・公園の見学（12件，延579人），調べ学習（3件，延52人）
職場体験・訪問（3件），若葉小学校写生（109人）と作品展示（7/31～8/15，40人），出張展示 「実篤
の人   と作品」（第四・第六中学校図書室，延 31日），第四中学卒業年次生のための武者小路実篤講座・見学
（3/11　，144人）実施。
   夏休み企画「もっと知りたい夏休み自由研究サポート」では，実篤マンホールの拓本をするなど，新しいメニュ

秋の特別展：「画道精進～椿貞夫と実篤」，企画展５回，移動展（たづくり展示室）１回開催。

終了

１　目的（事業のねらい）
　時代性に即した視点で，地域ゆかりの存在である武者小路実篤の文学，美術の世界を，市民を始めとする，多
くの人々が関心を持つ事業展開を図る。

２　目標（事業計画）
　事業活動の中心となる「展示」事業については，年2回の特別展と5回の企画展，隔年で実施する移動展を開
催し，いつでも新しい発見がある展示づくりをめざす。さらに，実篤を核とした特色ある事業として幅広い世代
に対し，良質な普及事業の実施，学校教育や地域との連携事業を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
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○【資料収集】年間収集は美術品1点，図書・雑誌286点，原稿5点，書簡1点，写真29点，映像作品1点（26
年3 月末現在の収蔵品点数　51,842点）
○【資料の整理・保存､修復等】資料整理作業446件，写真資料の整理6,332件，図書保存箱作成100件，美術
作品中性紙保存箱等作成18件，作品修復（美術品）1件，複製制作（原稿）2件。
   このほか，図書・雑誌資料の確認27,048件，データとの照合作業31,283件を行った。
○【収蔵庫燻蒸】収蔵庫の保存・管理を図るため，収蔵庫の虫害・カビ等の発生を防ぐ燻蒸作業を6月に実施し
た。
○ 保存環境を守るため，展示室や収蔵庫の温湿度の定期的な点検・管理，ボランティアと協力して館内の保存
環境の点検及び虫害やホコリ・カビ対策の作業を行った。

④ 平成２７年度の方向性

年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

　作品・資料情報を集めて収集活動を進め，収蔵品の充実を図る。また，多岐にわたる収蔵品の整理作業を進め
るとともに，空調等の設備機器の稼働状況を把握し，保存環境を維持することに努める。収蔵庫の燻蒸作業を実
施する。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ

Ａ
②　自己評価（成果・効果・実績など）

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ

継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

○「資料収集」事業は，事業の充実を図るため，実篤に関する美術作品・原稿・書簡・図書等関係書類を収集す
る。
○「資料の整理・保存，修復」事業は，後世に貴重な作品・資料を伝えるため，収蔵作品・資料の整理・保存作
業を 行い，適切な保存・管理を図るため，収蔵庫の燻蒸を実施する。また，作品・資料の状態を把握し，必要
な修復作業 及び,複製の制作を実施する。

３　平成２５年度の取組状況

　引き続き，資料の収集，整理・保存事業に取り組み，事業を継続し充実に努める。
   館内の展示室，収蔵庫等の保存環境を把握し，今後の対策を図るために環境調査を実施する。

２　目標（事業計画）

　資料の収集では，実篤の作品・資料に関する情報を把握し，実篤作品を取り上げた演劇や映画に関する図書資
料や歴史図書を中心に収集し収蔵品の充実を図った。後世に貴重な作品・資料を伝えるために，多岐にわたる収
蔵品の整理・保存作業を進めることができた。また，作品・資料の状態や保存環境を点検，対策作業を着実に実
施することで，保存環境を維持し，虫害やカビ等への対策に努めた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）

Ｂ

終了

１　目的（事業のねらい）
　実篤関連資料を収集,  整理・保存,  修復し，貴重な地域ゆかりの文化遺産を後世へ伝える。

事業展開

ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

事業名
番号

実篤関連の文学・美術作品等の資料収
集，整理，保存，修復

事業主管課 実篤記念館90

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

事業名
番号

実篤関連情報と収蔵品情報の収集と提供 事業主管課 実篤記念館91

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　多岐にわたる収蔵作品・資料を，展示や普及活動の基本資料として活用する。

２　目標（事業計画）
　収蔵品データベースの登録作業及び公開，情報提供システムの運用・管理及び実篤関連，収蔵品情報の充実を
図る。
   情報提供システム（収蔵品データベース，情報閲覧システム，映像視聴システム），ホームページの運用・管
理及び実篤関連情報，収蔵品情報の充実を図る。情報提供システムのリニューアルを実施する。

３　平成２５年度の取組状況
〇【収蔵品データベース】収蔵品データベースの登録情報件数の充実と，情報データの追加，照合，修正作業に
取り組んだ。データ追加・修正１,８５９件。データ照合作業７,578件。
平成２６年３月末現在登録件数３６,７８５件。
〇【情報提供システムのリニューアル】機器全面入替，システムの内容の充実と利便性の向上を図った。
〇【ホームページ】月１回の情報更新を行い新着情報を提供し，告知欄での情報提供に努めた。平成２５年度
ホームページアクセス件数１,７９８,３１４件。また，ホームページにおいて，収蔵品データベースの情報を公
開した。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　収蔵品データベースの登録情報の増加に努めるとともに，データの検証作業を進め，データの充実を図ること
ができた。
   情報提供システムの全面リニューアル作業を実施し，システムの内容の充実と利便性の向上を図ることができ
た。
   ホームページは，情報の更新と新着情報の充実に努めた。また，実篤公園の見ごろ情報を毎月提供し，植物や
風景の映像を増やすことで，ビジュアルで楽しみやすくした。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　情報提供システム（収蔵品データベース，情報閲覧システム，映像視聴システム），ホームページによる実篤
関連情報や収蔵品情報の充実を引き続き進めていく。また，これまでの調査・研究で得られた実篤主催の雑誌
「白樺」「新しき村」等の情報を整備し，順次公開していく。

④ 平成２７年度の方向性
　情報提供システム，ホームページの情報の充実とともに，リニューアル２年後の利用者の動向，情報や検索内
容の検証を進め，今後のシステム内容の向上を図る。

４　点検・評価

①　到達度
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14 歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

事業名
番号

地域資料のデジタル化の推進 事業主管課 図書館92

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　調布に関する専門図書館としての責務を負っている。地域資料は，その地域の公立図書館が収集していかなけ
れば散逸してしまう可能性が大きいので，様々な手段を講じて積極的・継続的に収集していく必要がある。さら
に，資料を保全しつつ，利用を図るため，対象資料を精査しながら資料のデジタル化を進める。

２　目標（事業計画）
　調布市に関する新聞記事を切り抜き，データベース化するものを選定する。選定した記事について，「調布市
に関する新聞記事データベース」に１年分のデータを追加する。所蔵する地域資料ポスター及び映画ポスターの
デジタル化及びデータベース化を行う。

３　平成２５年度の取組状況
○調布市に関する新聞記事を切り抜き，「調布市に関する新聞記事データベース」に追加登録した。
○平成24年度から実施している，所蔵する地域資料ポスター106枚・映画ポスター1669枚をデジタル化し，
データベース化した。「図書館だより」もあわせ，これらを「調布市立図書館デジタルコンテンツデータベース
（通称「調布デジコン」）サービスとして８月21日から開始した。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　「調布市立図書館デジタルコンテンツデータベース（通称「調布デジコン」）サービスを開始した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　データベース活用に向けPRが必要。
　新しく入手したポスターについてデジタル化を検討する必要がある。
「調布市立図書館デジタルコンテンツデータベース（通称「調布デジコン」）サービスのコンテンツの充実が必
要である。

④ 平成２７年度の方向性
　新たに所蔵した地域ポスター・映画ポスターを同様にデジタル化し，検索・閲覧できるようにする。

４　点検・評価

①　到達度
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基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

事業名
番号

博物館収蔵品のデータベース化とその
活用

事業主管課 郷土博物館93

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　博物館資料や関連情報について広く一般の活用を目指し，データベース化を進め，デジタルデータとして蓄積
し，その活用を図る。

２　目標（事業計画）
　郷土博物館の収蔵資料のデータベース化を進め，台帳による管理から収蔵資料管理システムによる管理へ移行
する準備を進める。

３　平成２５年度の取組状況
○　220点の民俗資料を収集し，台帳登録した。
○　収蔵資料管理用の写真資料のデータベースから，テレビ番組制作，出版物刊行，市内のイベント等に，３７
件137点の画像データを貸し出した。
○　東京都三多摩公立博物館協議会の公式ホームページに写真を提供し，市町村の枠組みを越えて多摩地域の写
真を見ることができるシステムに参加し，鉄道・街道・水系・崖線などのテーマ別に写真検索ができるようし
た。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　収蔵品管理用のデータベースは，内部での利用に限定しているが，市民からの問合せの回答に活用した。ま
た，写真の画像データの貸出については，毎週1，2件の頻度で問い合わせがあり，相手方の趣旨を確認したう
えで，ふさわしい写真を選定して提供した。データベースは，館内の利用に限定しており，公開に向けて整備を
進めているところなので，公開活用については課題が残った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　収蔵品管理用のデータベースの整備を推進する。
　郷土博物館開館40周年を機に，開館以来収集を続け，収蔵資料の中核となっている民俗資料の再整理を進め
る。

④ 平成２７年度の方向性
　増加する資料を保存するための十分なスペースが不足しているため，市民から資料寄贈の申し出があっても，
大型の民俗資料については受け入れることができない状況にある。資料のデータベース化を進めるとともに，資
料の保存場所の確保を検討していく。また，災害時の文化財レスキューで，大切な資料を守るために，多摩地域
の博物館が相互に協力できるようなネットワーク作りについて検討する。

４　点検・評価

①　到達度
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　情報提供システム，ホームページの情報の充実とともに，リニューアル2年後での利用者の動向，情報や検索
内容の検証を進め，今後のシステム内容の向上を図る。

４　点検・評価

①　到達度

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　収蔵品データベースの登録情報の増加に努めるとともに，情報提供システムの全面リニューアル作業を完成
し，システムの内容の充実と利便性の向上ができた。
　ホームページでは，新設された告知欄で，利用者に事業当日の情報をいち早く周知することに努め，利用者の
サービス向上を図った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　引き続き，情報提供システム，ホームページの運用・管理に努め，情報の充実と利用向上に取り組んで行く。

④ 平成２７年度の方向性

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　実篤関連情報，収蔵品情報を情報提供システムにより運用及び提供する。

２　目標（事業計画）
　実篤関連情報，収蔵品情報システム（収蔵品データベース・情報閲覧システム・映像視聴システム），ホーム
ページの運用管理及び実篤関連情報，収蔵品情報の充実を図る。また，情報提供システムの全面リニューアルを
実施する。

３　平成２５年度の取組状況
○  情報提供システムの運用管理情報の追加，更新作業を行い，機器，システムの運用管理を行った。データの
追加・修正1,859件/データの照合作業7,578件/平成26年3月末現在登録件数36,785件。
○ 【情報提供システムのリニューアル作業】  機器の全面入替，システムの内容の充実と利便性の向上，コンテ
ンツ とし て「写真と映像で見る仙川の家」や文学作品「真理先生」の紹介映像などを新たに追加した。また、
タブレットＰＣを導入し，館内で収蔵品情報の利用がより簡単にできるようになった。
○ 【 ホームページ】 月1回の情報の更新を行い新着情報を提供し、新設された告知欄での情報提供に努めた。
平成25年度ホームページアクセス件数1,798,314件。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

実篤記念館収蔵品データベース，情報提
供・映像視聴システム，HP等の充実 事業主管課 実篤記念館94

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14 歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　11回の展示事業と43回の普及事業を実施し，延べ2８校1,984人の子どもたちが博物館を利用して，郷土に
ついて学んだ。展示及び普及事業の実施により，幅広い世代に，地域ゆかりの歴史・文化遺産に触れる機会を提
供できたので，ほぼ予定どおりに目標が達成されたと評価した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　博物館の利用に関するアンケート調査によれば，郷土博物館には一定のリピーターがいる一方，博物館に来館
するきっかけがないという市民がまだいるので，郷土博物館事業の更なるＰＲが課題となっている。平成26年
度は，開館40周年記念事業の実施や学校教育連携事業の推進により，調布の特色を前面に押し出しながら，積
極的に情報発信していく。

④ 平成２７年度の方向性
　市民が良質な文化に触れ，豊かな心をはぐくみ，郷土に愛着と誇りを感じることができるよう，郷土の歴史と
文化に関する調査・研究や，資料の保存・活用に取り組んでいく。
　平成27年度は，市制施行60周年記念事業や戦後70周年の平和祈念事業を実施する。

・常設展「調布の歴史」や企画展，特別展，収蔵品展，移動展等を開催する。
・講座，講演会，体験学習会，見学会等の普及事業をを実施する。
・子どもたちが気軽に参加できる体験型の「子どもはくぶつかん」を実施する。
・郷土の歴史や文化について調査研究の成果を公表するパンフレット等を発行する。

３　平成２５年度の取組状況
○展示事業
　常設展「調布の歴史」に加え，収蔵品展２回，企画展１回，郷土学習展１回，ギャラリー展７回を実施した。
○普及事業
　古文書講座，出前講座，歴史散歩，展示関連講演会，地域文化講演会，子どもはくぶつかん（木工教室，張子
　のだるまをつくろう，ゆりーとだるまをつくろう，お月見団子を作ろう，しめ飾りを作ろう，深大寺赤駒を作
　ろう）等，43回の普及事業を実施した。
○刊行物による情報発信
　「ところ変わればだるまも変わる～「ヒゲ」から「ヒメ」まで勢ぞろい」1,000部発行，「橘屋一家のモノ語
　り」1,000　部発行，「郷土博物館だより№75」2,500部発行，「解説シート№９・１４・１７・２１・
   ２９」各3,000部発行

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　多彩な展示・普及事業を推進し，地域ゆかりの歴史や伝統文化に触れる機会を提供する。
   自分たちが住んでいる身近な地域を知ることにより，子どもたちが地域社会に対する誇りと愛情を育てること
ができるような郷土学習の取組みを推進する。

２　目標（事業計画）

136

事業展開 継続 拡充

事業主管課 郷土博物館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

新規 計画事業

番号
郷土の歴史・文化を核とした展示・普
及事業の推進

行革プラン 終了

118



一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　調布市に寄附された日本館と日本庭園の維持管理及び調度・美術品等の聞き取り調査については，ほぼ予定ど
おり実施できた。しかし，将来的に洋館が死因贈与された後の公開活用に向けた都・文化庁との調整，及び隣接
公園を含む一体整備と管理・活用に向けた庁内調整については，着手できなかった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　都・文化庁との調整／庁内関係部署との調整／保存活用計画策定委員会設置要綱の制定／保存活用計画策定委
員会委員の人選／平成２７年度国庫補助事業計画書（保存活用計画策定）の提出／調度・美術品等資料カードの
整理

④ 平成２７年度の方向性
　保存活用計画策定委員会委員の委嘱／保存活用計画策定委員会の開催（３回）／保存活用計画書の作成／平成
２８年度国庫補助事業計画書（耐震対策工事及び防災設備等の整備）の提出

　保存活用計画策定委員会の設置／保存活用計画書の策定（国庫補助対象事業）／耐震対策工事及び防災設備等
の整備（国庫補助対象事業）／付属施設（便益・展示・管理）の整備（国庫補助対象事業）／公開に向けた運営
方法及び体制整備の検討／隣接公園を含む一体整備・管理・活用の検討（庁内関係部署）

３　平成２５年度の取組状況
●寄附された調度・美術品等の真木氏聞き取り調査（９回。5.16・5.30・6.6・7.4・9.13・9.26・10.3・
10.17・12.11）
●日本館定期清掃（１１回。5.23・6.23・7.23・8.23・9.23・10.23・11.23・12.23・1.23・2.23・
3.23）
●日本庭園剪定・除草（３回。6.26～6.27・8.18～8.22・1.26～1.30）
●文化庁主催・登録有形文化財建造物事務担当者連絡会（研修）への参加（10.16）
●洋館漏水修理（1.28）
●国登録有形文化財（建造物）真木家住宅保存活用スケジュール（案）の作成

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　国登録有形文化財（建造物）「真木家住宅」を適切に保存管理し，価値を後世に継承していくとともに，多く
の市民が理解し，活用できるように，隣接公園と一体化した形で整備を行い，公開活用を図っていく。

２　目標（事業計画）

137

事業展開 継続 拡充

事業主管課 郷土博物館

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 14歴史や地域ゆかりの文化・芸術・伝統芸能の保存や継承及び活用の取組

新規 計画事業

番号
国登録文化財真木家住宅の保存・活用

行革プラン 終了
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　連絡会を開催し，次年度の開放システムの入力見直しを行ったことで，市民への対応がより迅速化された。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　スポーツ振興課との連携を深め，市民スポーツの振興をとおし社会教育の向上を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　連絡会を実施し意見交換を続ける。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　スポーツ振興課との定期的な連絡会を開催し，市民のスポーツ・レクリエーション事業，活動に関する協議や
情報提供を行うことにより，市長部局と教育委員会との連携を深め，開放で実施している市民スポーツを通し社
会教育事業の振興に努めていくことを目的としている。

２　目標（事業計画）
　連絡会の開催（２回）

３　平成２５年度の取組状況
・連絡会を開催（平成２５年４月２５日及び１２月２５日）し，開放システムの見直しを含めて事業等の意見交
換を行った。
・その他の関係部署との会議を随時開催をした。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

スポーツ振興課と連携した市民スポー
ツ・リクリエーション活動の支援

事業主管課 社会教育課95

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 15市民のスポーツ・レクリエーション活動支援に向けた取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
・夏季休業中のプール開放において，当該学校の児童以外の入水に関して，東京都武蔵野府中保健所職員の立会いのもと，全小学校２０校
のプールを検査した。しかし，教育施設におけるプールは，民間等で実施している許可プールとの基準で作られていないことから，当該学
校の児童以外の入水ができないことが判明した。また，施設の点検時には薬剤の置き場について指導をいただき，各小学校に置き場の徹底
を周知した。
・小学校２０校及び中学校１校において，計画通り学校開放を実施するとともに，事故がおきた際の学校開放事故マニュアルの活用を周知
した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
・夏季休業中のプール開放は，警備法が改正されたことに伴い監視業務の安全性がより高いものが求められるこ
とから，警備員の確保及びプール開放の日程調整が必要とされる。
・開放事業の安全性を確保していく。（学校開放事故マニュアルの徹底，連携，対応，報告）

④ 平成２７年度の方向性
・事業を継続し，市民のスポーツ，レクリエーション活動の振興，普及をより一層進めていく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　学校施設を支障ない範囲内で開放することにより，社会教育及び社会体育の観点から，市民のスポーツ・レク
リエーション活動の振興，普及を進めながら地域の連携や心身の健康増進を図ることを目的としている。

２　目標（事業計画）
　一般開放の管理運営システムを利用者に活用していただき，より一層の利便性，事務処理の効率化を図る。

３　平成２５年度の取組状況
１  総合開放１７校については，地域の方を中心とした総合開放運営委員会に施設の管理，運営全般及び，ス
ポーツ大会や事業を委託し実施した。
２  一般開放校（第一小，第三小，第七中）については，インターネットの開放システムにより，使用申請の受
け付け及び，抽選を行い，開放を実施する際はシルバー人材センターと連携し管理指導員を配置した。
３  土曜日自由開放は，第一小学校の校庭，体育館を管理指導員（シルバー人材センターと連携）を配置し実施
した。
４  夏季休業中のプール開放を７月２０日から８月２７日までの期間，市立小学校１９校で５日～１０日間監視
員を配置し実施した。
５  全小学校２０校で，地域の方々を対象に地域運動会を開催した。
６  学校開放事故マニュアルの見直しを図り，開放運営連絡会で各校の学校開放協力員（副校長）及び開放運営
委員長に周知徹底した。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

学校施設の開放による市民のスポー
ツ・リクリエーション活動の支援

事業主管課 社会教育課96

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 15市民のスポーツ・レクリエーション活動支援に向けた取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）

④ 平成２７年度の方向性

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
近隣複数市の小・中学生を対象に，次世代を担う子どもたちを健やかに育んでいくために，自然，社会，文化，
スポーツなどの感動体験を提供し，社会性や自立性を育み，心豊かにすることを目的として実施する。

２　目標（事業計画）
市町村の連携事業として財団法人東京市町村自治調査会が所管する多摩・島しょ広域連携活動助成金交付要綱に
基づき，助成金の交付を受け，他市と連携した組織で子ども体験塾を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
　平成２４年度で終了。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

多摩・島しょ広域連携活動助成事業 事業主管課 社会教育課97

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 15市民のスポーツ・レクリエーション活動支援に向けた取組
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
・JL・SL講習会の毎月の活動内容が分かりやすく伝わるよう，ホームページの充実を図った。
・ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）での周知や過去の登録者等にも情報提供を行い，積極的なＰ
Ｒに努めた。
・レク指導者養成講習会のプログラムの見直しを図り，市民にも関心の高い内容を取り入れた。
・JSL講習会を主催する健全育成推進地区委員会と連携し，JSL（小学生）からJL（中学生）に繋がるようPR
を行った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
・JL・SL講習会の活動を広める取組として，新たに182ｃｈや調布経済新聞，市内各駅でチラシの配架等も活
用し，より積極的なPRに努めていく。また，JSL講習会を主催する健全育成推進地区委員会と連携し，JSL
（小学生）からJL（中学生）に繋がるよう更なるPRに努める。
・レクリエーション指導者養成講習会のプログラムの見直しを図り，新規受講者の開拓に努める。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２７年度も継続して実施する

　ＪＬ講習会，ＳＬ講習会，レクリエーション指導者養成講習会を開催する。また，平成２5年度は，ＪＳＬを
含め総参加者44０人の達成に向け，ホームページの活用やチラシ配布などによる情報提供に努める。

３　平成２５年度の取組状況
・ＪＳＬ講習会については，健全育成推進地区委員会の協力を得て地域において活動を行った。
・各リーダー講習会については，市内の教育施設・児童館・公民館・図書館等へのチラシ配布，市ホームページ
等への掲載を行い，周知に努めた。
・調布市レクリエーション研究会に委託し，事業計画どおり講習会を実施した。
　ＪＬ講習会：13回，受講登録者数３７人
　ＳＬ講習会：13回，受講登録者数２９人
　レクリエーション指導者養成講習会： ７回，受講登録者数４２人

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　ジュニアサブリーダー（以下，ＪＳＬという。）講習会では，レクリエーションを楽しみながら，リーダーと
ふれあう。ジュニアリーダー（以下，ＪＬという。）・シニアリーダー（以下，ＳＬという。）講習会では，レ
クリエーションの楽しさを認識し，地域行事等で指導できるリーダーを目指して活動が継続できるようにする。
レクリエーション指導者養成講習会では，レクリエーションを楽しむ場を提供するとともに，レクリエーション
の技術を身につけ，指導者としても地域で活躍できる青少年や社会人を養成し，もって，青少年の健全育成を
図っていく。

２　目標（事業計画）

98

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 16青少年の育成に向けた取組

新規 計画事業

番号
リーダー養成講習会の推進

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　実行委員会で考えた手作りの成人式（第2部アトラクション）は白百合女子大学チアリーディング部による演
技で始まり，桐朋学園芸術短期大学有志のダンス，調布の紹介及びFC東京の選手からのメッセージ上映，調布市
出身のMEMEさんがボーカルをつとめるバンド「ケラケラ」のミニライブ，抽選会と充実した内容で，とても盛
況であった。
　また，成人式大賞（主催：新成人式研究会）において，９年連続して「優秀賞」を受賞し，高い評価を得た。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況
　会場は大変混雑するため，式典開始前により多くの新成人を会場へ誘導できるよう，新成人の誘導方法や受付
方法等の検討を行い，円滑な式の運営を図る。また，新成人参加型のアトラクションの実施を検討する。

④ 平成２７年度の方向性
　新成人の心に残る成人式となるよう，改善を図りながら実行委員会で継続していく。

　新成人と同世代の若者から成る実行委員会を組織し，成人式を企画・運営し，新成人の大人になることへの自
覚や周囲への感謝の気持ちを高める。
・実行委員の募集
・実行委員会の運営
・成人式当日の運営や応援体制の検討
・市立中学校のPTAや同窓会主催の「新成人を祝う会」のとりまとめ

３　平成２５年度の取組状況
　市報やHPにて実行委員を募集し，市内大学の推薦や調布市出身の有志による若者で構成する平成２６年調布
市成人式実行委員会を組織し，アトラクションの企画，市内各所への取材，情報誌の作成等成人式当日に向けた
準備及び当日の舞台運営等に取り組んだ。
【成人式実行委員会，成人式準備】
　第１回　　７月２６日（金）
　第２回　　８月２０日（火）
　第３回　　９月２５日（水）
　第４回　１０月１５日（火）
　第５回　１２月　９日（月）
リハーサル　１月　９日（木）
前日リハ　　１月１２日（日）
成人式　　　１月１３日（月）
　                       １４：１０　第１部式典
　                       １４：５０　第２部アトラクション　１５：５０　成人式終了
反省会　　　２月２６日（水）
【成人式参加状況】出席者数１，１４２人　対象者数２，１１０人　出席率５４．１％

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　成人式への参加を通して，大人になることへの自覚や周囲への感謝の気持ちを高める。さらに，実行委員会形
式を取り入れ，成人式の第２部アトラクションを企画し，運営することで，若者の参画を進めるとともに，リー
ダーシップを育む。

２　目標（事業計画）

99

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 16青少年の育成に向けた取組

新規 計画事業

番号
成人式の運営

行革プラン 終了
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　概ね計画どおり開催することができ，平成２５年度からは小学生の発表者と中学生による司会とのやりとりを
加えることにより新たな視点を生み出すことができた。また，会議前には子どもたち同士の交流を図る機会を作
り，異なる小学校の児童が交流を深めることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２６年度は，平成２４年度からのテーマ設定のまとめとして，さらに，前年度から発展した開催方法を検
討し，開催する。実施結果をまちづくりへ反映させ，フィードバックしていく。

④ 平成２７年度の方向性
　開催方法等については，子どもの意見を市政に反映させるという趣旨に従って，現在の実施方法等の継続も含
め，検討していく。

自由で夢のある意見表明の機会として，小学生を対象に調布っ子夢会議を開催する。
・発表児童の募集（学校推薦）
・司会（中学生）の選出
・各種媒体による情報の発信
・記録冊子とＤＶＤの作成及び配布

３　平成２５年度の取組状況
・開催方法の検討・決定。
・平成２４年度から発展させたテーマを決定。
・広報方法の決定（ＦＭラジオ放送・インターネットによる動画配信等）
・発表小学校の決定（公立７校・私立１校），発表児童の推薦・決定（各校男女各１人）
・平成２６年２月２日に開催し，発表者１６人，当日の傍聴者は１０４人となった。
・会議当日はＵＳＴREAMを媒体とした生中継の動画配信を行い，会議後はＦＭ放送（３月２日），ＵＳＴ
REAM録画配信（２月８日～）累計１３7カウント，ＤＶＤ・記録冊子の作成。
・調布のことを考えるきっかけになるよう，記録冊子は市内全小学校の全５年生に配布，ＤＶＤは発表した児童
と小学校に配布した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
青少年に自由で夢のある意見表明の機会を提供し，地域社会の一員として，まちづくりへの参加意識を高めてい
く。

２　目標（事業計画）

100

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 16青少年の育成に向けた取組

新規 計画事業

番号
調布っ子夢会議の推進

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
放課後遊び場対策事業（ユーフォー）
の充実

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 16青少年の育成に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　市立小学校の児童に対し，放課後の学校施設を利用して安全な遊び場・居場所を提供し，異なる年齢の児童間
の交流を図り，遊びを通して社会性や創造性を養うことを目的とする。

２　目標（事業計画）

101

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

・市立小学校全２０校での安定した運営を行う。
・ユーフォーと学童クラブの効果的・効率的な運営のあり方についての庁内検討結果をもとに，市民の意見を取
り入れながら検討を進める。

３　平成２５年度の取組状況
・市立小学校全２０校で安定した運営を行った。
・ユーフォーと学童クラブの効果的・効率的な事業運営のあり方について庁内で検討し，取組の方向性を調布市
次世代育成支援協議会に提示し意見をうかがった。
・平成２７年度からの運営体制の方向性を決定した（開設日数・開設時間の拡大等）。
・対象の学童クラブ分室の保護者説明会を実施し，平成２７年度からの運営体制について説明を行った。
・調布市放課後遊び場対策事業運営委員会を実施した。
・学童クラブ併設のユーフォー（北ノ台小，第二小，第一小，布田小，多摩川小，第三小，深大寺小，国領小）
では，日々の交流及び合同避難訓練，工作，ゲーム大会などの合同事業を実施し，児童の交流を図った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
・市立小学校全２０校で開設し，登録率６５．６％，延べ４，４４４日，登録児童数６，６２８人（在籍児童数
１０，１０８人），延べ参加児童数１０２，９６４人となった。
・ユーフォーと学童クラブの効果的・効率的な事業運営のあり方について庁内で検討し，取組の方向性を調布市
次世代育成支援協議会に提示したことにより，公募市民や関係団体の代表者等からより具体的な方向性について
の意見をいただき，今後の取組内容についての課題等を整理することができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　効果・効率的な運営のあり方の検討結果をふまえ，児童福祉法の改正にともなう学童クラブの対象学年の拡大
による放課後の居場所の選択肢を増やすため，平成２７年度から開設日数・開設時間を拡大するとともに，運営
を民間に委託する。平成２７年度からの民間委託に向け，保護者への説明，事業者の選定，事務の引き継ぎ等を
行っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　ユーフォーの開設日数・開設時間を拡大し，運営を民間に委託する。
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　計画どおり実施した結果，延べ4,783人の青少年の利用があった。また，団体の使用を認めている多目的室
（1階）及び集会室（２階）は延べ388団体，3,516人の団体利用があった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　青少年交流館新規利用者向けの広報として，パンフレットを作成し，広報活動に努める。また，継続して専門
嘱託員によるイベントの企画や青少年ステーションCAPSとの交流事業を実施し，幅広く青少年の交流の機会を
提供する。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き，青少年ステーションCAPSと交流事業の実施や連携を深めながら青少年の交流機会の増える施設と
なるよう努める。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

・専門嘱託員２人を継続して任用した。
・青少年交流館・青少年ステーションCAPS交流事業として，「卓球大会」（８月２０日），「ペールぬってホ
イ！（ペール缶に絵を描くイベント）」（１月１９日）を開催した。
・専門嘱託員の企画により，卓球大会（４月４日，２月１５日），手づくり講座（６月３０日，７月１９日，８
月８日，１０月２６日，１１月２３日，１２月７日），季節のイベント（１２月２２日，１月４日～７日），パ
ソコン講習会（毎月）を開催した。
・開館１０周年に伴い，「青少年交流館開館１０周年記念誌」を発行した。

社会教育課
102

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）

終了

事業名
番号

青少年交流館の運営 事業主管課

３　平成２５年度の取組状況

　青少年が自由に集まることのできる安全な居場所としての交流スペースを提供することで，青少年同士やサー
クルの交流を通して社会性を身に付けた青少年の育成を図る。

２　目標（事業計画）
　青少年が身の回りのことを気軽に相談できる環境作りを行う。青少年の健全な活動施設とする。

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 16青少年の育成に向けた取組
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　学童クラブと併設ユーフォーによる日々の交流及び合同事業，青少年交流館と青少年ステーションＣＡＰＳと
の交流事業等，順調に連携事業を実施している。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　今後の組織改正を視野に入れ，学童クラブとユーフォー，青少年交流館と青少年ステーションＣＡＰＳとの更
なる連携を図っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　交流事業を通して連携を強化していくとともに，効率的・効果的な事業運営のあり方について引き続き検討を
していく。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

３　平成２５年度の取組状況
・学童クラブ併設のユーフォー（北ノ台小，第二小，第一小，布田小，多摩川小，第三小，深大寺小，国領小）
では，日々の交流及び避難訓練や工作，ゲーム大会などの合同事業を実施し，児童の交流を図った。
・学童クラブの効果的・効率的な事業運営のあり方についての検討し，調布市次世代育成支援協議会に意見を伺
い，今後（平成２７年度～）の方向性を決定した（学童クラブ分室，ユーフォーの運営を民間委託等）。
・青少年交流館・青少年ステーションCAPS交流事業として，「卓球大会」（８月２０日），「ペールぬってホ
イ！（ペール缶に絵を描くイベント）」（１月１９日）を開催した。
・児童青少年課が所管する健全育成推進地区委員会でリーダー養成講習会への参加・協力を要請した。

４　点検・評価

①　到達度

１　目的（事業のねらい）
　児童館，学童クラブ，青少年ステーション（ＣＡＰＳ）などの関連部局との連携を図り，青少年健全育成事業
の取組を進める。

２　目標（事業計画）
　児童青少年課と事業連携の検討，実施する。

新規 計画事業 行革プラン 終了

103

事業展開 継続 拡充

事業名
番号

次世代育成支援に係る他課関連部局と
の連携の推進

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 16青少年の育成に向けた取組

事業主管課 社会教育課
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新規 計画事業

番号
公民館青少年教育事業の推進

行革プラン 終了

基本方針 3 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する

施策 16青少年の育成に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
青少年が自由に公民館を利用し，楽しく安心して学べる主催事業を実施する。青少年の学習活動支援，仲間づく
りなどの場を提供する。青少年が学校以外で，「生きる力」や変化の激しい社会を「生き抜く力」を育む場の提
供と支援をする。

２　目標（事業計画）

104

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

学校以外の場での学習及び様々な体験を通して，青少年の健全育成を図るために，様々な教室，映画会，コン
サート等を開催する。

３　平成２５年度の取組状況
東部公民館
　ジュニア教室Ⅰ「お箸の正しい持ち方」，Ⅱ「お菓子作り（マフィン）」，Ⅲ「折り紙教室」，Ⅳ「将棋道
場」，子ども映画まつり，ファミリーコンサート（ハートウォーミング・クリスマス）
西部公民館
　子ども体験教室Ⅰ「ジャムとドリンク作り（ブルーベリー）」，Ⅱ「森の中で自然観察」，Ⅲ「デジカメ講
座」，子ども料理教室Ⅰ「そば打ち」，Ⅱ「お魚クッキング」，Ⅲ「お米」，親子自然観察会，子ども科学教室
「もしも原子がみえたなら」，子どもとおとなの天文学教室
北部公民館
Ⅰ親子料理教室「初夏のおすすめメニュー」，Ⅱ「そば打ち」，Ⅲゆかた着付け教室，Ⅳ親子工作教室①「ガラ
スの壁掛けプレート作り」，②「ハワイアンリボンで作るフルーツチャイム」，Ⅴ親子自然観察会「多摩川の植
物観察」，Ⅵ子ども科学教室①「金属って燃える？」，②「手作りカメラ」，③「結晶を育てよう」，④「偏光板の
実験」，Ⅶ子ども陶芸教室「粘土で作る井の頭のどうぶつ」，Ⅷ青少年ドラム入門教室，Ⅸ子どもアニメーション
スペシャル

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
子どもの興味に応じた事業が展開できた。また，親子参加型の事業も盛り込み，親も自分の子供の成長を実感で
きる機会となっている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
学校の行事・事業の情報を的確に把握して，日程等を組むことにより，多くの学校へ広報して，参加者の増員に
つなげたい。また，中学・高校生向きの事業を展開することにより，幅広い青少年の交流が図れるようにした
い。

④ 平成２７年度の方向性
常に青少年の志向をとらえて事業を継続するとともに，事業以外でも青少年が公民館に足を運べるような環境つ
くりを模索していく。
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・

地域・保護者に開かれた学校にかかわる取組

家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

地域とともに進める郷土愛を高める取組

地域ぐるみの学校環境整備に向けての取組

学校ボランティア・協力員の希望者が多く，活用する学校及び活動日数が増加した。
学校支援地域本部については，小・中連携を視野に入れた導入校を検討する必要がある。
公民館利用団体と学校・地域との連携を様々な機会をとらえて試行していく必要がある。
図書館ハンディキャップサービスについて，調布市立図書館利用者支援事業実施要領の改訂が必要
である。
土曜日に講座を実施することにより，父親の参加が増えた。また，グループワークをメインとした
講座では，母親同士の仲間づくりにつながった。

学校ボランティアを募集し，登録者を各校に紹介した。また，ボランティアをされている方々の懇
談会を開催した。
第八中学校，深大寺小学校，若葉小学校に加えて国領小学校において学校支援地域本部を設置し，
学習支援等を行った。
調布市公立学校ＰＴＡ連合会活動への支援を行った。
地域文化祭実行委員会を設立して地域文化祭を実施した。
公民館登録団体の協力による体験講座を実施した。
図書館ハンディキャップサービスの一環で，テープ図書のデジタル化を進め，布の絵本展示会等を
実施した。
公民館事業として，子育て中の家族を支援するために，家庭教育講座・子育てセミナー等を保育付
きで開講した。
公立小・中学校のＰＴＡに対し家庭教育セミナー開催のための説明会を行い，小学校９校，中学校
４校が家庭教育セミナーを実施した。

学校評議員会を開催した。
効果的な学校関係者評価ができるよう，年度当初に作成する計画書等の見直しを支援した。
第三者評価委員会を開催し，各学校の総合評価書を作成し，小・中学校に送付した。
教育課題研修会での指導を基に，各学校において問題解決に取り組んだ。

学校評議員制度，学校関係者評価，学校第三者評価を継続することで学校運営の改善が図られてい
る。
学校内で発生した様々なトラブルに対するサポート体制づくりに向けた検討を，関係機関を含め継
続する必要がある。

取組実績

成果と課題

成果と課題

児童交通見守り員を４校に配置した。
こどもの家の登録・削除・こどもの家プレートの配付を行った。
小学校１校，中学校１校でスクールガード講習会を実施した。
市立小・中学校２８校で一斉に児童・生徒に対する防災教育を行ったほか，各学校の震災時対応シ
ミュレーションや教育部職員の震災対応訓練を行った。

更新作業に時間がかかっているテーマもあるので，担当者だけでなく協力者全体で取り組んでいく
必要がある。
エコミュージアム（地域まるごと博物館）構想を推進するための普及啓発事業において，博物館が
蓄積した深大寺地区に関する歴史・文化遺産に関する情報の発信を図っていく。

市民の手によるまちの資料情報館事業については，3つのテーマについて更新することができた。
深大寺エコミュージアム（地域まるごと博物館）構想については，学習会・見学会等を実施し，普
及啓発を行った。

取組実績

成果と課題

（６）　基本方針４　学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

総　括

施策17

取組実績
施策19

施策18

施策20

取組実績

防災教育の日は，参加者増となったが，より多くの方が参加できるよう改善が必要。

・
・
・
・

・

・

・

・

・
・
・
・

・

・

・
・
・
・

・

・
・

・

・

・
・
・
・

成果と課題
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よりよい教育活動の実現に向けて，学校・地域・家庭の一層の連携を図る。
新たに１校で学校支援地域本部を設置する。
公民館登録団体の地域参加を支援することで，サークル間の交流を活発にし，地域への広がりにつ
ながるよう図っていく。
図書館ハンデキャップサービスは利用者の要望に応えた質の良い録音図書，点訳資料を作成する。
また，宅配サービスをより市民に浸透したサービスとするため，受入れ体制を整える。
エコミュージアム構想の普及・啓発に向け，引き続き，学習会・見学会等を開催する。
地域ぐるみの学校環境整備に向けた取組は，地域や保護者等の要望等を踏まえて，今後も継続して
いく。
防災教育の日については，検証結果報告の課題を踏まえ，より実効性のある取組にする。

今後の方向性
・
・
・

・

・
・

・
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新規 計画事業

番号
学校評議員制度の実施

行革プラン拡充

事業主管課

終了

指導室

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 17地域・保護者に開かれた学校にかかわる取組

ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　教育活動，学校評価，学校・家庭・地域との連携などの学校運営に関し，校長の求めに応じて意見を述べ，学
校を支援する学校評議員制度を継続して実施する。

２　目標（事業計画）

105

事業展開 継続

　各小・中学校において，学校評議員の活動の充実を図る。

３　平成２５年度の取組状況
   学校と学校評議員が教育計画についての意見交換を行い，保護者や地域が学校施設整備のボランティアや教育
活動を支援する取組を検討し，実践した。
　各小・中学校において，平成２５年中に年間８１回の評議員会が開催され，延べ450人が参加した。
　６月２５日に学校評議員全体会を開催し，各小・中学校の評議員が参加した。

４　点検・評価

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

①　到達度

評価
Ａ

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各小・中学校によって，学校を支援する取組内容に隔たりはあるが，概ね計画どおりに進んだと評価できる。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　学校評議員全体会における各校の実践事例について他校へ情報提供ができるように発表内容を充実させてい
く。
　学校評議員全体会を実施する際，学校関係者評価委員の全体会も同時に行い，学校経営を支援する保護者や地
域の関わり方や考え方について説明する場を設け，より一層の学校教育の充実が図れるようにする。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き本事業を充実させていくことにより，学校・地域・家庭の一層の連携に資する。
学校評議員の活動を教育委員会のホームページや広報誌に掲載することで，広く市民に周知していく。
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各小・中学校により，学校評価の取組内容に隔たりはあるが，計画どおりに達成できたと評価できる。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　各学校における評価委員会の学校評価と，第三者評価委員会による総合評価を比較・検証し，各学校において
主体的に，次年度の学校経営の改善に活かす。

④ 平成２７年度の方向性
　本事業を継続することにより，学校経営の一層の改善に資する。
　学校関係者評価委員全体会を実施する中で，学校関係者評価の取り組み方や考え方を研修を通して確認し合
い，学校経営に還元される学校関係者評価を実施していく。

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

　学校の現状と課題について，学校及び地域が共通理解を深めるために，年度末の評価に向けた評価委員会の充
実を目指す。

３　平成２５年度の取組状況
　学校関係者評価の意義と進め方について，定例校長会で説明した。
　年度末の評価を効果的に進めるために，年度当初に作成する計画書等の見直しを支援した。
　各小・中学校において，年間で64回の評価委員会を開催し，延べ１７５人が参加した。

４　点検・評価

１　目的（事業のねらい）
　保護者，学校評議員，近隣学校等の教職員等で構成する学校関係者評価委員会が，学校が行う自己評価の結果
を評価することにより，自己評価の客観性・透明性を高めるとともに，学校の現状と課題について学校及び地域
が共通理解を深め，学校運営の改善への協力を促進する。

２　目標（事業計画）

106

事業展開 継続 拡充

番号
学校関係者評価の実施事業名

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 17地域・保護者に開かれた学校にかかわる取組

事業主管課 指導室

新規 計画事業 行革プラン 終了
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　校長や第三者評価委員の意見を集約し，すぐに実行可能な部分から改善した評価報告書を策定した。
　次年度以降の第三者評価委員会の在り方についても意見を集約することができ，方向性を考えることができ
た。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　校長や第三者評価委員の意見等を検討・協議し，第三者評価の継続も含めた今後の在り方を取りまとめてい
く。

④ 平成２７年度の方向性
　上記の課題への対応を踏まえ，制度の見直し等を図った上で，新たな方向性のもとに取組を図る。

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

　１２月に，調布市第三者評価委員会委員３人を依頼し，各校の学校評価報告書を基に３月末まで委員会で報告
書の評価の視点を検討・協議し，市立小・中学校全校の第三者評価委員会学校評価報告書を作成する。

３　平成２５年度の取組状況
　今年度は，12月に評価方法について見直しを図るため，校長や委員からの意見集約を行った。その意見等を
踏まえた第三者評価委員会を1月から実施するための第三者評価委員を3人選考し，依頼した。
　また，1月から３月末までにかけて委員会を開催し，市立小・中学校全校の第三者評価委員会学校評価報告書
を3人の委員名を明記した内容で作成し，各小・中学校に送付した。
　さらに，次年度以降の第三者評価委員会の在り方についても，校長からの意見等を踏まえた内容で検討・協議
し，第三者評価委員における見解をまとめた。

４　点検・評価

行革プラン 終了

１　目的（事業のねらい）
　学識経験者，企業経営者，学校教育に携わる管理職経験者で構成する学校第三者評価委員会が，調布市立学校
における教育活動等学校運営の状況について，客観的立場から評価し，学校運営の改善等を図る。

２　目標（事業計画）

事業展開 継続 拡充

指導室

新規 計画事業

番号
学校第三者評価の実施事業名 事業主管課

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 17地域・保護者に開かれた学校にかかわる取組

107
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　学校だけでは解決が困難なケースに対して，指導室や教育支援コーディネーター室が関わることで，課題解決
に至り，改善を図ることができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　学校だけでは解決が困難なケースに対して，既存の体制では解決が困難な事案については，市の法律相談を活
用して迅速な課題解決に努める。

④ 平成２７年度の方向性
　学校だけでは解決が困難なケースに対して，迅速な課題解決のためには，市教育委員会として専門家による支
援体制を構築する。

　学校問題の解決を支援するための体制づくりを検討し，第三者が事項について組織的に対応できるようにす
る。

３　平成２５年度の取組状況
　学校だけでは解決が困難な事案について教育支援コーディネーター室の教育支援コーディネーター，スクール
ソーシャルワーカー，指導室の指導主事等が調整役として関わることで，課題解決に努めた。
　保護者からの解決困難な事案に対して，市が実施する法律相談を活用し解決にあたった。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　学校内で発生したさまざまなトラブルについて，学校と保護者・地域との間で速やかな解決が図れない場合
に，双方に利害関係のない第三者の専門家がかかわることによって解決につなげるためのサポート体制づくりに
ついて検討する。

２　目標（事業計画）

108

事業展開 継続 拡充

事業主管課 指導室

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 17地域・保護者に開かれた学校にかかわる取組

新規 計画事業

番号
専門家による学校サポート体制の検討

行革プラン 終了
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②　自己評価（成果・効果・実績など）
　登録人数と比較して，活動人数が少ない状況にあった。このため，学校からの意見や，ボランティアからの意
見を集約し，課題の整理を行った。その結果，登録者の整理が行き届いていないことや，学校がボランティアを
選定する際の情報がわかりづらいといった課題を把握した。また，学校のニーズに合わせてボランティアを紹介
するような，コーディネート機能の充実が必要であることも把握した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　教育支援コーディネーターを増員し，学校ボランティア・協力員の担当として，コーディネートする支援体制
の充実を図るとともに，有効な活用が図られるよう制度の見直しを図る。

④ 平成２７年度の方向性
　制度を見直した上で，開かれた学校づくりの推進を図るために，ボランティア・協力員など地域の人材活用を
図る。

　学校ボランティア・協力員として登録を受け付け，必要に応じて各学校に紹介することで，教育活動の一層の
充実に資する。

３　平成２５年度の取組状況
 学校ボランティア・協力員新規登録者数　１９人（登録延べ人数２２９人）
　活動状況（１学期）
　　活用校数　小学校１１校　中学校４校　　（２４年度同期　小学校９校　中学校３校）
　　活動人数　４３人　　　　　　　　　　　（　　同上　　　４７人）
　　活動延べ日数　３９９日　　　　　　　　（　　同上　　４１７日）
　活動状況（２学期）
　　活用校数　小学校１２校　中学校３校　　（　　同上　　　小学校８校　中学校３校）
　　活動人数　４０人　　　　　　　　　　　（　　同上　　　５４人）
　　活動延べ日数　３８０日　　　　　　　　（　　同上　　６２４日）
 平成２４年度と比較すると，人数，延べ日数とも減少しているものの活用校が増加している。

４　点検・評価

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　教育活動を補助・支援する学校ボランティア・協力員を活用することにより，学校における教育活動の充実を
図る。

２　目標（事業計画）

109

事業展開 継続

指導室

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

新規 計画事業

番号
学校ボランティア・協力員の活用

行革プラン拡充

事業主管課

終了
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事業主管課 指導室

新規 計画事業 行革プラン 終了

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

110

事業展開 継続 拡充

番号
学校支援地域本部制度の活用の検討事業名

　地域による学校をサポートする体制を形成するため，学校支援地域本部を組織し，学習ボランティア等の取組
を年間を通じて充実させる。

３　平成２５年度の取組状況
　深大寺小学校，若葉小学校，第八中学校内で，前年度に引き続き学校支援地域本部を運営し，地域住民による
学校行事支援や，学習ボランティアを中心とした派遣活動を通して，学習支援等を行った。
　また，新たに国領小学校内に学校支援地域本部を設置し，図書学習支援や学習ボランティアによる学習支援等
を行った。
　学校支援地域本部検討委員会を実施し，実施上の課題検討，今年度の実施報告及び学校・指導室間で情報交換
等を行った。

４　点検・評価

１　目的（事業のねらい）
　保護者・地域住民が学校支援ボランティアとして，地域の実情に応じて学校教育活動を支援し，地域全体で学
校教育を支援する体制づくりを推進する学校支援地域本部制度の活用について委員会を設置して検討する。

２　目標（事業計画）

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　本年度に発足した本部についても地域の方々の協力のもと，事業内容の充実を図ることができた。学習支援の
場として，土曜学習教室や授業での個別指導を実施した。また，学校の施設整備の支援や安全・安心のための防
災等の体制づくりへの協力を得ることができた。

③課題及び課題を踏まえた平成26年度の計画または取組状況（改善案）
　学校支援コーディネーターの確保が課題である。また，事業そのものや趣旨を，事業実施校内の教職員及び地
域住民に広めていくことが必要である。教育委員会のホームページや「ちょうふの教育」などの広報紙を活用し
た啓発を推進し，各校での取組に生かす。

④ 平成２７年度の方向性
　本事業に取り組む学校をさらに増やしていく。計画に基づき，平成30年度まで，1年に1校ずつ新規に設置す
る。
　設置校に限らず，未設置校においても，地域との連携を図りながら，学校が地域の特長や実態を十分に把握
し，主体性を持って地域に開かれた学校づくりに取り組むことが必要であり，事業の成果を周知しながら，各学
校に啓発していく。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　補助金の交付のほか，ＰＴＡ活動の主催事業の広報をはじめとする，施設の利用など側面的な支援を含め計画
通りに達成できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　調布市公立学校ＰＴＡ連合会に補助金の交付を継続することで，ＰＴＡ活動の促進を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　継続的な支援に取り組むなかで，必要に応じた協力を行い，ＰＴＡと教育委員会との連携を深める。

　調布市ＰＴＡ連合会補助金を交付し，ＰＴＡ活動の促進を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　ＰＴＡ連合会から補助金の交付申請を受け，補助金を交付した。また，ＰＴＡ連合会と教育委員会との意見交
換会の開催や，教育懇談会やスポーツ大会の開催などＰＴＡ連合会の主催する事業の実施に向け，広報等様々な
面から支援を行った。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　学校教育と社会教育に関して，学校と家庭との連携を図ることを目的とした，調布市公立学校ＰＴＡ連合会の
広報，体育行事や懇談会及び，講演会等の活動に対し，補助金を交付することによりＰＴＡ活動の促進を図る。

２　目標（事業計画）

111

事業展開 継続 拡充

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

事業主管課 社会教育課

新規 計画事業

番号
公立学校PTA連合会活動への支援

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
地域文化祭の実施（再掲）

行革プラン 終了

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　公民館施設を利用する団体が実行委員会を組織して地域文化祭を企画・運営し，学習成果を発表する場となっ
ている。また，公民館利用団体相互だけでなく，地域住民との交流を深める場にもなっている。

２　目標（事業計画）

112

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

　第５９回市民文化祭の一環として地域文化祭を開催し，公民館における日頃の学習活動の発表の場及び学習活
動を通した地域交流の場とする。地域文化祭実行委員会を設立し，地域文化祭の準備を行いながら運営する。

３　平成２５年度の取組状況
　各公民館を会場に，東部地域文化際，西部地域文化祭，北部地域文化祭が１０月２６日から１１月３日までの
８日間開催された。開催に当たっては，公民館利用団体から委員を選出して実行委員会を立ち上げ運営してい
る。
　東部地域文化祭実行委員会（５月１１日，６月８日，７月１３日，８月２４日，９月２１日，１０月１２日，
１２月１４日），西部地域文化祭実行委員会（５月１１日，６月８日，７月１３日，９月１４日，１０月５日，
１１月３０日），北部地域文化祭実行委員会（４月１３日，５月１１日，６月１５日，７月１３日，９月７日，
１０月５日，１１月３０日）
　なお，実行委員会で互選された役員による役員会は随時行われ，実行委員会をけん引した

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　公民館利用団体による実行委員会形式で，企画・運営・実施をし，どの地域文化祭も多くの観覧者により，盛
況であった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平日の観覧者を増やすことを念頭において平成２６年度も同様に実施していく。

④ 平成２７年度の方向性
　同様に実施する。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　登録団体との共催事業を通して地域へ団体活動のアピールをすることができた。また，地域の事業に参加する
ことにより地域との連携も形になってきている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　共催事業だけでなく，協力の形で登録団体を支援し，その活動を地域に広めていくような事業展開をする。

④ 平成２７年度の方向性
　地域に根差した公民館活動を展開するためにも，登録団体にも地域を意識した活動を繰り広げていけるような
支援をしていく。

　公民館登録団体との共催事業を実施し，登録団体の講師による事業を開催する。また，地域の事業に参加する
ことで団体と地域の結びつきを深め，団体活動の活性化につなげていく。

３　平成２５年度の取組状況
登録団体との共催・協力
東部公民館　ふれあい料理教室（料理サークル），日本史講座（歴史サークル），茶道入門（茶道サークル），
公開学習会（学習サークル）
西部公民館　合同学習会（食材サークル），市民企画講座（公民館利用サークル連絡会），体験教室（ハーブ
サークル）
北部公民館　はじめての陶芸（陶芸サークル）
地域との連携
東部公民館は若葉小学校の夏休み企画サマーチャレンジわかばに登録団体が講師として講座を受け持つ。北部公
民館は上ノ原地区協議会とのタイアップで講座「上ノ原界隈今昔さんぽ」を実施。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　公民館登録団体との共催事業を実施したり，また登録団体会員を講師やサポーターとして活用することで，地
域全体で社会教育活動を支え，地域活性化を図る。

２　目標（事業計画）

113

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

新規 計画事業

番号
公民館登録団体の地域参加の検討・充実

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
図書館ハンディキャップサービスの推
進（再掲）

行革プラン 終了

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　ハンディキャップサービスは，資料があっても読むことができない，来館が困難など図書館を利用したくても
利用できない原因を取り除き，誰でも図書館を利用できるように支援する事業。実施にあたっては多くの市民の
協力を得て行い，併せてこれらの事業に携わる音訳者，点訳者，布の絵本製作者等の養成を行う。

２　目標（事業計画）

114

事業展開 継続 拡充

事業主管課 図書館

・録音図書のデジタル化促進
・対面朗読
・資料の点訳
・協力者の養成
・宅配サービスのＰＲ
・布の絵本の普及
・大活字本の収集・提供
・マルチメディア資料収集
・要領の改訂

３　平成２５年度の取組状況
○録音図書のデジタル化促進
○対面朗読
○資料の点訳
○協力者の養成
○宅配サービスのＰＲ
○布の絵本の普及
○大活字本の収集・提供
○マルチメディア資料収集
○要領(案)検討

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　概ね計画どおり行った。デジタル録音図書は212タイトル増加し，所蔵数は1,682タイトルとなった。対面
朗読，資料の点訳は利用者の求めに応じて，常時対応している。協力者養成のための講座は，積み重ねが重要で
あるため，それぞれ実施した。宅配サービスと布の絵本の普及のために，機会を捉えてＰＲを行った。調布市立
図書館利用者支援事業実施要領の改訂は実施に至らず，今後の課題が残った。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　更に機会を捉えてサービスのＰＲを行い，図書館の受入体制を整備していく。宅配ボランティアの募集につい
てもＰＲしていく。マルチメディアＤＡＩＳＹについては年次的に収集しながら，利用に結び付けていく。ま
た，引続き利用者支援事業実施要領の改訂を行っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　サービスの質を不断の努力で向上させるとともに，サービスの存在を広く一般の人々も含めて，情報を必要と
している人に確実にＰＲしていく。また，サービス要領等の整備を行う。
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　親が子育てを学習する機会だけでなく，子どもとともに学び・体を動かす事業も実施することで，幅広く子育
てをとらえるようになっている。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　父親の参加も少しずつ増えているが，父親同士の会話の機会をつくれるような事業展開も考慮したい。

④ 平成２７年度の方向性
　若い世代だけでなく，３世代交流も模索しながら，多世代で子育てを考える事業に発展させていきたい。

　若い世代の子育て中の家族を支援するための家庭教育事業を実施する。
一時保育を実施することで，子育て中の保護者が学びやすい環境を整える。

３　平成２５年度の取組状況
東部公民館
家庭教育講座Ⅰ（全３回）「２歳児の音感教育」，Ⅱ（全３回）「子どもとお金」，Ⅲ（全３回）「２歳児の音
感教育２」，Ⅳ（全３回）「子育てにロマンを」，Ⅴ（全２回）「本の読み聞かせ」
西部公民館
家庭教育講座Ⅰ（全３回）「子育てに心の余裕が欲しいと願うあなたのための講座」，子育てセミナーⅠ（全１
５回）「仲間と出会い，子どもと自分を育てよう」，子育てセミナーⅡ（全４回）「調布に暮らすあなたに贈る
いのちのバトン」，家庭教育講座Ⅱ（全２回）「こんな時どうしたらいいの？～子どもや夫との関係を変えて，
もっと元気になりたい人のための講座」
北部公民館
親子ふれあい教室（全３回）「五感と体を使って遊ぼう」，家庭教育講座Ⅰ（全４回）「幸せになれる子に育て
たい」，Ⅱ（全２回）「大人も子どもも幸せなスマホユーザーを目指して」

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
　家庭での教育の欠如を起因とした，子どもの問題行動や子どもへの虐待などは，家庭でどのように子どもを
教育したらよいか分からずにいる親が多いことも要因の一つである。特に核家族や若い世代の保護者に対して，
学びの場や情報を提供することで，子育て家族の支援を行う。

２　目標（事業計画）

115

事業展開 継続 拡充

事業主管課 公民館

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

新規 計画事業

番号
子育て支援のための家庭教育事業の実
施（再掲）

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
家庭教育セミナーの実施（再掲）

行革プラン 終了

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 18家庭・地域の教育力の向上・活用に向けての取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　家庭教育に関する知識や意識の向上を図るため，市内公立小中学校ＰＴＡが企画，実施する家庭教育セミナー
に対して，助言や助成などの支援をする。

２　目標（事業計画）

116

事業展開 継続 拡充

事業主管課 社会教育課

・家庭教育セミナー説明会の実施
・セミナー実施にあたっての助言
・家庭教育セミナーを実施する学校に対する講師・手話通訳者謝礼の助成及び広報の協力

３　平成２５年度の取組状況
　５月に公立小・中学校のPTAに対し，家庭教育セミナー説明会を実施し，実施要領と事務手続き等について
説明した。セミナーの開催に当たっては実施内容に関する助言のほか，広報支援として市報ちょうふ及び市ホー
ムページへの開催情報の掲載を行った。
　セミナー開催後は，実施終了校のPTAから実施報告書を受領し，申請に基づき，講師謝礼等の助成金を支
払った。
　平成２5年度は１３校で実施。
【実施校】多摩川小（９月７日）　第八中（９月７日）　　布田小（９月１２日）　第六中（９月１４日）
　　　　　第七中（９月２１日）　第三中（９月３０日）　第三小（１０月１日）　飛田給小（１０月８日）
　　　　　染地小（１０月２４日）石原小（１０月２９日）第一小（１１月２９日）富士見台小（１２月７日）
　　　　　国領小（１２月８日）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　各校のPTAが自ら事業を企画するため，保護者自身が知りたい情報や学びたい内容で講演が実施でき，家庭
教育の支援に寄与できたものと考える。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２５年度の実績を踏まえ，継続して実施する。

④ 平成２７年度の方向性
　PTAの家庭教育に関する活動を継続して支援する。
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　協力者の拡大を進めることができ，新協力員による取材も行われた。ウェブサイトの更新準備を各自が進めた
結果，3つのテーマについて新しい内容を公開した。文部科学省の委託金により，懸案のウェブサイトリニュー
アルに着手できたため，今後市民が情報をより得やすくなる道筋ができた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　ウェブサイトに情報を公開する技術を持った協力者が足りないため，さらに若い世代へ協力者拡大をはかりた
い。それによって内容を改良し，さらに多くの調布の歴史を公開できるようにする。
取材が進んでいないテーマについては協力員が全員で協力し，取り組めるようにする。

④ 平成２７年度の方向性
　26年度にウェブサイトを改良していくことで，開催日時の公開やＰＲなど，協力者が参加しやすい方向に活
動を進めていく。また，公開する調布の歴史の内容もさらに充実させていく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　調布市地域情報化事業の一環として，市民の目線で，市民自らが調布に関する事柄を調査，整理し，調布市立
図書館のホームページを通じて発信している。市民が調布に関心をもつことに通じる事業である。

２　目標（事業計画）
　協力者の拡大を図りながら，調布の歴史を少しでも多くウェブサイトで公開できるようにする。

３　平成２５年度の取組状況
○協力者会を毎月行い，それぞれが取り組んでいるテーマの活動報告と今後の計画について話し合った。新入会
員も増え，以前より活発な討議を行っている。
○ウェブサイト「まち角の不思議」「調布の戦争遺跡」「セピア色の調布」の記事を追加更新した。
○文部科学省「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」に採択され，ウェブサイトリニューアル
に着手した。また，若者が参加する機会を得ることができた。
○平成26年3月7日～14日　市民プラザあくろすにおいて活動報告パネル展示会を開催した。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

市民の手によるまちの資料情報館事業
の推進

事業主管課 図書館
117

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 19地域とともに進める郷土愛を高める取組
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基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 19地域とともに進める郷土愛を高める取組

事業名
番号

深大寺地区エコミュージアム構想の推進 事業主管課 郷土博物館
118

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
エコミュージアムは地域の文化遺産等を地域住民が主体となって，まちづくり等に生かす考え方で，文化財保護
の立場からすれば，住民参加型の新しい文化財保護手法であり，市内でも文化遺産の集中している深大寺地区を
対象に進めていく。

２　目標（事業計画）
エコミュージアム構想の普及・啓発に向け，ワークショップ・学習会等を企画，開催する。

３　平成２５年度の取組状況
○　深大寺観光ボランティアガイド養成講座の実施　平成26年7月25日　※産業振興課と連携
○　展示の開催　平成25年7月27日～9月6日　収蔵品展「ところ変わればだるまも変わる～「ヒゲ」から
　　「ヒメ」まで勢ぞろい」を開催し，日本各地のだるまや深大寺のだるま市にちなんで，多摩のだるまと
　　その製造方法を紹介した。
○　講演会の開催　平成25年8月31日「だるまは関東で生まれた～だるまの起源」
○　子どもはくぶつかんの実施　平成25年7月31日「張子のだるまを作ろう」，9月7日「ゆりーと・だる
　　まをつくろう」，12月26日「深大寺赤駒を作ろう」
○　講座・見学会の実施　11月3日「調布の古民家の変遷」，11月17日「調布再発見バスツアー」※生涯学
　　習交流推進課主催の地域デビュー歓迎会事業に連携し，深大寺地域の古民家や神社等の歴史文化遺産につい
て，普及・啓発した。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成23年度まで行っていた普及・啓発事業の業者委託を見直し，市民との協働や生涯学習交流推進課との連
携により学習会や見学会等を実施した。こうした活動を通してエコミュージアム構想についての理解を深めるこ
とができたので，ほぼ予定どおりに目標が達成されたと評価した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　エコミュージュアム（地域まるごと博物館）の考え方について情報を発信し，普及・啓発を図る。深大寺水車
館や深大寺城跡をはじめ，貴重な文化財等の地域資源の保存・活用に取り組んでいく。
　○深大寺観光ボランティアガイド養成の支援　○深大寺地域の歴史文化遺産の保存と活用　○深大寺水車館を
活用した事した事業の推進

④ 平成２７年度の方向性
　2020年の東京オリンピック開催を見据えて，郷土博物館が蓄積してきた深大寺地域の歴史・文化遺産に関す
る情報を産業振興課と連携を取りながら発信していく。

４　点検・評価

①　到達度
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成24年度に実施した通学路に係る緊急合同点検を踏まえ，当年度も学校・警察・道路管理者とともに点検
を実施し，危険と思われる箇所へ随時，安全対策を施すことで，通学路の交通安全を強化した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
○平成26年度にも，通学路に係る合同点検を実施し，より継続的に各小学校の通学路の安全対策を図ってい
く。
○通学路の危険と思われる箇所を，より児童・保護者・ＰＴＡ等に分かりやすく情報提供できるように，情報発
信をより強化する。

④ 平成２７年度の方向性
　通学路の安全対策を施した箇所に対する，対策の効果等を検討し，改善が必要であれば，関係各所と検討して
いく体制を構築する。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　通学路標示板の更新，通学路マップの作成配布，児童交通見守り員による啓発等を通じて通学路の安全確保を
推進するとともに，保護者・地域との連携で通学時の安全対策を図る。

２　目標（事業計画）
○通学路標示板の更新・新設等
○児童交通見守り員配置
○通学路マップ作成配布
○関係者による通学路の合同点検の実施

３　平成２５年度の取組状況
○通学路標示板の更新・新設等　合計３４６箇所（更新３３６箇所・新設１０箇所）実施
○児童交通見守り員配置　　　４箇所に配置
○通学路マップ作成配布　　　危険箇所を青字で図示し，２０校に配布
○関係者による通学路の合同点検の実施
　（1）実施期間　平成25年5月29日～平成25年６月3日
　（2）実施校　　計８校
　（3）実施箇所　計２８箇所
○交通安全対策連絡会議への参加　2回（平成25年7月24日，平成25年11月19日）

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

通学路の安全確保の推進 事業主管課 学務課
119

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 20地域ぐるみの学校環境整備に向けての取組
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基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 20地域ぐるみの学校環境整備に向けての取組

事業名
番号

こどもの家の充実 事業主管課 社会教育課
120

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　児童・生徒の登下校時を始めとした安全確保を，地域・学校・警察等と協力して推進する。また，市内におけ
る不審者情報が増加傾向にあることから，市内事業所８団体と覚書をかわし，児童・生徒の安全を守る取組の強
化を図る。

２　目標（事業計画）
　各地域で行っている「こどもの家」の登録管理（登録・削除・変更・プレート配布）及び「こどもの家」連絡
会（年２回）を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
（１）登録管理
　新規登録133件，登録削除123件，プレート再交付143件，住所・氏名変更66件
（２）第１回「こどもの家」連絡会（７月９日，参加者４１名）
　・調布警察署講師による講演「市内における犯罪発生状況等について」
　・指導室統括指導主事による講演「登下校時等における子どもの安全について」
　・「こどもの家」手続きに係る説明
（３）第２回「こどもの家」連絡会（２月１０日，参加者４２名）
　・総合防災安全課講師による講演「児童・生徒が不審者に遭遇した時の対処方法」
　・映像視聴「景色で学ぼう！新 地域安全マップづくり」
　・市ホームページにおける「こどもの家」情報の発信に係る説明

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　小・中学校区内協力者（個人）２，６３８件，市内事業所等５３１件，合計３，１６９件の協力を得ることが
できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　「こどもの家」連絡会（年2回）を有効活用し，「こどもの家」の活動を地域活動として積極的に行っていた
だくよう周知する。また，市の施設における新規登録増加に向け，関係部署と連携を図る。

④ 平成２７年度の方向性
　引き続き，「こどもの家」事業の有用性をアピールし，登録件数の増加に向けた各地域の取組を支援してい
く。また，市ホームページ掲載の地図（調布まっぷ）における「こどもの家」情報の発信について，財政状況を
ふまえ，各地域と検討する。

４　点検・評価

①　到達度
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　小学校２校及び中学校１校（いずれも講習会未実施校）において講習会を実施し，教職員や児童の防犯意識
を高めることができた。
　しかし，保護者・地域関係者の参加がなく，「地域ぐるみで学校を守る取組」には至らなかったため，上記
の評価とする。

③　課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
〇平成２５年度時点で，西部区域を中心に未実施校が１２校ある。
　児童・生徒の安全・安心を守るという事業の主旨を鑑みれば，希望校で講習会を実施するだけでなく，未実
施校や未実施区域を中心に実施サイクルを決め，市内の市立学校を網羅できるような方法を検討する。
○保護者・地域関係者の参加を呼びかける。
　本講習会は，「地域ぐるみで学校を守る取組」の一環であることを小・中学校へ周知し，保護者・地域関係
者が参加する講習会となるよう実施計画の調整を図る。

④　平成２７年度の方向性
　平成２６年度に検討する実施サイクルを踏まえ，未実施校を対象に講習会の実施を依頼するとともに，引き
続き，全小・中学校への呼びかけを行う。
　平成２７年度についても継続して講習会を実施することにより，教職員，保護者・地域関係者等の防犯意識
を高め，児童・生徒の安全確保を図っていく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ｂ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」の趣旨に基づき，小・中学校において不審者対応等に関する講
習会を実施する。講習会の対象には，教育委員会及び学校の教職員に加え，保護者や地域で活動している団体
も含み，地域ぐるみで学校を守る体制を整備することで児童・生徒の安全を確保する。

２　目標（事業計画）
　未実施校を中心に，小・中学校 各１校以上で講習会を実施し，教職員，保護者・地域関係者等の防犯意識を
高め，児童・生徒の安全確保を図る。

３　平成２５年度の取組状況
　小学校２校・中学校１校において講習会を実施した。なお，講習会はすべて，調布警察署生活安全課防犯係
職員の協力のもとに実施した。
○平成２５年１０月２８日（月）　柏野小学校（未実施校）
　【参加者】教職員３０人　【講習会内容】不審者対応に関する講話・実地訓練
○平成２５年１１月７日（木）　第二小学校（未実施校）
　【参加者】教職員１９人，児童３２６人，学校ボランティア２人
　【講習会内容】侵入者対応訓練（児童の避難訓練を含む）・不審者対応に関する児童向けの講話
○平成２６年１月１６日（木）　第三中学校（未実施校）
　【参加者】教職員４０人　【講習会内容】不審者対応に関する講話・実地訓練

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

スクールガード講習会の実施 事業主管課 教育総務課
121

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 20 地域ぐるみの学校環境整備に向けての取組
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○教育部震災時対応シミュレーションの検証を行う。

○市立小・中学校２８校で一斉に児童・生徒に対する命や防災の教育のほか，震災直後初動期における各学校の
震災時対応シミュレーションの検証や，避難所の開設・運営訓練を，学校・保護者・地域が一体となって実施す
る。

基本方針 4 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める

施策 20地域ぐるみの学校環境整備に向けての取組

事業主管課 教育総務課

新規

２　目標（事業計画）

138

事業展開 継続 拡充 計画事業

防災教育の日の制定事業名

１　目的（事業のねらい）

行革プラン

番号

Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

　教育部震災時対応シミュレーションに基づき，災害対策教育部開設訓練，災害用ＰＨＳ連絡訓練，ＭＣＡ無線
連絡訓練，避難所参集訓練を行った。さらに参集後，各学校の避難所開設・運営訓練，避難所運営マニュアルの
確認等に参加した。

終了

○防災に関する保護者・地域啓発の講話などを実施
○「震災時対応シミュレーション」の検証（避難訓練・保護者引き渡し訓練・避難所開設訓練など）

○自らの安全は自らが守るという自助意識と，地域でお互い助け合うという共助意識を醸成し，児童・生徒自身
が自助・共助のために必要な知識や行動様式を身に付けていくこと。
○各小・中学校及び教育部の震災時対応シミュレーションの検証を行うことで，課題を明確にし，より効果的な
震災対応を行えるように備えること。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度の参加者数は２万７，６６５人と，昨年度の２万６，８０４人を上回った。特に，保護者の参加
者数が昨年度と比較して約７％増加（７００人の増加）した。加えて，以下のような特色ある取組（実績）を行
うことで，自助・共助意識の高まりや，より実践的・効果的なシミュレーションにつながった。①地域の方々の
円滑な参加の促進及び小・中学校の連携強化のため，小・中学校の合同実施が５校。（昨年は２校）②市内１３
地区協全てが参加（昨年度は１２地区）し，うち避難所マニュアルを６校で作成。③災害対策教育部の訓練を同
時実施。（教育部職員８０人が全避難所へ１時間以内に派遣。）④仮設トイレ組立，ＭＣＡ無線取扱方法など，
事前訓練を実施した。（総合防災安全課との連携）⑤防災関連備品の充実。（職員識別ベスト及び防災懸垂幕を
各学校に配布。）

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）

④ 平成２７年度の方向性

　市立各小・中学校が，以下の３点を共通して取り組んだ。また，午後は各学校の工夫により，避難所運営訓練
や避難所開設訓練を行った。

○シミュレーションの検証で挙がった予算措置を伴う課題や要望（防災関連備品の充実など）に対し，財政面や
運用面などの制約を踏まえたうえで，優先順位を付けながら対応していく。

【主な課題】①保護者や地域の方々の参加を増やす仕組みの検討。②有効な周知方法の検討。③訓練等に係る関
係機関（特に消防署）との円滑な調整。④初動要員の参加の検討。⑤防災備蓄品のさらなる充実。（防災懸垂
幕，中学生への頭部保護のための装備など）

【各課題に対する平成２６年度の取組状況】①消防署員などの専門的な知識と技能を活かした魅力ある取組の実
施。（第二小での救助犬による救出訓練，第七中でのＤ級ポンプによる放水訓練など）②全戸配布である「ちょ
うふの教育」への一面掲載，ツイッターでの情報発信，ＨＰの改善。③校長会や関係機関との早期の調整。（全
ての学校へ消防署員の派遣，都立調布南高校生徒の派遣など）④初動要員の参加。⑤新たに６種類の防災懸垂幕
の購入，市立全中学校全生徒へ防災用ヘルメットの配備。

【共通内容】
○「命」の授業を１単位時間実施

３　平成２５年度の取組状況

４　点検・評価

①　到達度

評価

②教育部

○平成２６年度検証結果報告書の課題を踏まえ，より実効性のある取組にする。

一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

①各小・中学校
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教育人口の増加に伴う計画的な学校教育施設の整備に向けた取組

教育施設の老朽化対策に向けた取組

良好な学習環境の整備に向けた取組

シックハウス対策に向けた取組

教室が不足しないよう，児童・生徒数の動向に留意し，計画的な対応を行う。
少人数学級推進のための学級編制基準の変更が見込まれる中，どのような基準にも柔軟に対応でき
る推計方法の確立の可能性について，検討していく。
図書館は，調布市公共建築物維持保全計画に基づき，空調設備の改修及び更新（国領分館・富士見
分館）を実施する。
調布市公共建築物維持保全計画に基づき，改修工事等を実施していく。
施設運営に支障が生じないよう，適切な維持管理に努める。
子どもたちの健康被害が生じないよう，シックハウス対策を継続して実施する。
保育園と併設している４つの図書館分館の建て替えに関する検討等を行う。 また，東京都の緑ケ丘
二丁目団地（仮称）の建替え計画に伴う緑ケ丘分館の建替え計画について東京都と調整する。

（７）　基本方針５　安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

総　括

施策21

取組実績
施策23

施策24

今後の方向性

厚生労働省が示す13物質について，現在はほとんどの場合基準値をクリアしている。

建設工事に当たっては，厚生労働省が示す13物質及びT-VOC等の測定を実施した。
消耗器材及び補修用原材料の購入に際して，化学物質の無いもの若しくは少ないものを購入し，ホ
ルムアルデヒドが含まれるものについてはF☆☆☆☆を購入した。

今後も計画的に実施することが必要である。

空調機の更新及び維持管理を実施した。
若葉小学校及び緑ケ丘小学校で水飲栓系統の給水管を直結給水方式に改修した。
国領小学校の校庭の一部を芝生化した。

取組実績

成果と課題

成果と課題

概ね計画通りに実施されている。

調布市公共建築物維持保全計画に基づき工事設計及び工事を実施した。
図書館では，調布市公共建築物維持保全計画に基づく緑ケ丘分館の屋上防水，電気設備，空調設備
の改修工事が予定されていたが，東京都の緑ケ丘二丁目団地（仮称）の建替え計画に伴う緑ケ丘分
館の建替え計画が予定されているため，全面中止となった。
八ヶ岳少年自然の家の受変電設備及び非常用発電機の改修工事のほか，体育館の吊り天井の撤去改
修工事など，安全管理上の修繕を実施した。
郷土博物館は，改修工事等はなかったが，定期点検や清掃の実施，小規模修繕等の日常的な保全業
務を計画的に実施した。
実篤記念館を水害から守るための止水板の修繕を実施。また，地下通路の照明及び手摺を増設し，
利用者の安全を確保した。

上ノ原小学校，調和小学校及び第五中学校の校舎増築工事を行った。
学校施設の計画的な整備などの策定に反映させるための資料として，調布市教育人口等推計報告書
を作成した。

工事に当たっては，供用開始前に実施する空気環境測定について，工事引き渡し後から継続して換
気を行う必要がある。
不足教室が生じないよう，適切な教育人口推計を行う必要がある。

取組実績

成果と課題

取組実績

成果と課題

施策22

・
・
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度については，上ノ原小学校，調和小学校，第五中学校の校舎増築工事を実施した。また，北ノ台
小学校に普通教室４室を整備し，就学人数に応じた普通教室を確保した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２６年度については，上ノ原小学校，第五中学校で普通教室を整備し，また，飛田給小学校に特別支援教
室の整備を設置する。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２７年度については，普通教室が不足しないよう児童・生徒数の動向に注意し，対応するとともに，特別
支援学級についても設置していく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　校舎を増築することにより，就学人数に応じた教室数を確保するとともに，特別支援学級を設置し，適切な学
習環境を整備する。

２　目標（事業計画）
　上ノ原小学校，調和小学校，第五中学校の校舎増築工事を実施する。また，就学人数に応じた普通教室を確保
する。

３　平成２５年度の取組状況
○調布市立上ノ原小学校校舎増築工事　契約Ｈ25.6.18　完了Ｈ26.3.17
○調布市立調和小学校校舎増築工事　契約Ｈ25.6.18　　完了Ｈ26.3.17
○調布市立第五中学校校舎増築工事　契約Ｈ25.5.24　完了Ｈ26.3.12
○調布市立北ノ台小学校普通教室改修工事　契約Ｈ25.6.7　完了Ｈ25.9.30

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

小・中学校増築工事の実施 事業主管課 教育総務課・社会教育課
122

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 21教育人口の増加に伴う計画的な学校教育施設の整備に向けた取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
○推計の背後にある人口数を押さえたことにより，変動理由が十分理解できるようになった。
○報告書の作成に当たり，教育委員会事務局内の検討資料として特徴や精度を一覧として取りまとめ，概要が理
解しやすくなるようにした。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
○大規模化が進むと予想されている学校を中心に，入学率の変動と合わせ，推計の変化を注視していく必要があ
る。
○大規模住宅建築計画等を正確に掴むことにより，大きな変動を事前に予測していく必要がある。

④ 平成２７年度の方向性
○教育環境の整備のため，今後も引き続き推計を行う。
○国や東京都の少人数学級の推進状況を今後も注視していく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
将来の市立小・中学校児童・生徒数を推計することにより，学校の教室数の確保，学校施設の計画的な整備等に
反映させる。

２　目標（事業計画）
将来（向こう５年間）の市立小・中学校の児童・生徒数を推計することにより，教育行政の諸計画（学校の教室
数の確保，学校施設の計画的な整備等）の策定に反映させる資料とする。

３　平成２５年度の取組状況
○平成２５年度調布市教育人口等推計報告書を作成し，配付を行った。
○東京都からの確定データ提供前の段階で，報告書（未定稿）の作成を行い，早めの教育委員会事務局内への報
告を行った。
○基礎データとして，学校毎の数年間の新入学率の変化，未就学児を含めた人口数の推移等を把握した上で，報
告書の作成を行った。
○推計状況を踏まえ，理由を問わず指定校変更を認める範囲を一部見直しした。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

教育人口推計調査の実施 事業主管課 学務課
123

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 21教育人口の増加に伴う計画的な学校教育施設の整備に向けた取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度については，調布市維持保全計画に基づき計画した外壁工事，給水管工事，給食室改修工事を予
定どおり達成した。
　また，給食室改修では，新たにアレルギー対応専用調理室を設置することが出来た。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２６年度については，防水，外壁，受変電設備，給水管，防災設備，給食整備等の維持保全工事を計画的
に実施する。
　また，学校施設は老朽化が進んでおり，建替を含めた施設整備も必要であるため，教育プランの改定及び基本
計画の時点修正に合わせて構造体の耐久性調査の実施等を含め，今後の対策について関係部署と協議・検討を進
める。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２７年度以降については，時点修正後の基本計画及び改定した教育プランと整合を図りながら，計画的に
維持保全を実施していく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　防水，外壁，給水管，受変電設備，防災設備，給食設備等の維持保全工事を計画的に実施することにより，安
全かつ良好な学習環境を維持する。

２　目標（事業計画）
　調布市公共建築物維持保全計画に基づき計画した工事設計並びに工事を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
○調布市立第三中学校南校舎外壁改修工事設計業務委託　契約Ｈ25.6.13　完了Ｈ25.9.27
○調布市立富士見台小学校外壁及び防水改修工事設計業務委託　契約Ｈ25.6.13　完了Ｈ25.9.30
○調布市立布田小学校受水槽ほか工事　契約Ｈ25.5.16　完了Ｈ25.11.25
○調布市立布田小学校給食室整備工事　契約Ｈ25.6.7　完了Ｈ25.11.27
○調布市立布田小学校タンク以下給水管改修工事　契約Ｈ25.6.21　完了Ｈ25.9.13
○調布市立染地小学校給食用小荷物昇降機改修工事　契約Ｈ25.6.7　完了Ｈ25.11.27
○調布市立第八中学校プール循環浄化装置改修工事　契約Ｈ25.12.6　完了Ｈ26.3.14
○調布市立富士見台小学校プール防水改修工事　契約Ｈ26.1.15　完了Ｈ26.3.24

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

学校施設の維持・保全の実施 事業主管課 教育総務課
124

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 22教育施設の老朽化対策に向けた取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　５分館のエレベータの設置について，困難であることが判明した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　営繕課の調査結果を踏まえて，エレベーター設置の可能性が残る若葉分館等のバリアフリー化については今後
の方向性を検討する。緑ケ丘分館の建替え計画は緑ケ丘二丁目団地建替えの進捗に合わせて，東京都や関係課等
と調整をする。

④ 平成２７年度の方向性
　「調布市基本計画・公共施設再配置の検討」を基本とし，保育園併設館４館の整備については子ども政策課と
調整を図る。若葉分館等のバリアフリー化については前年度の検討を踏まえる。緑ケ丘分館の建替え計画につい
ては，調布市負担分を確認し，予算見積りの準備を進める。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

B Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　図書館分館は経年劣化が進んだ状況になっている。そのため，安全で良好な施設環境を保持できるよう，計画
的に改修を行う。

２　目標（事業計画）

３　平成２５年度の取組状況

　築４０年を経過した保育園との併設４分館の建替えの検討とベビーカーの利用者や高齢者，障害者が安心して
来館できるように，保育園の２階にある４分館と２階建ての若葉分館のエレベータの設置を検討し，バリアフ
リー化を図る。
東京都の緑ケ丘二丁目団地（仮称）の建替え計画に伴う緑ケ丘分館の建替え計画（平成３１年度予定）について
は，東京都や関係課等と調整を行う。

○営繕課に５分館のエレベータの設置の可能性について調査依頼した。検討結果は，保育園の２階にある国領分
館と宮の下分館は設置スペースがない。神代分館は設置位置について子ども政策課との調整が必要である。若葉
分館はトイレの移動を含む大規模改修となるため，早急な実現は困難であることが判明した。
○東京都の緑ケ丘二丁目団地（仮称）の建替えが始まったが，緑ケ丘分館の建替え計画については東京都や関連
課との情報交換に留まった。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

図書館分館の整備の推進 事業主管課 図書館
125

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 22教育施設の老朽化対策に向けた取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　舗装の修繕を行うことで利用者が安全に施設利用できるようになった。案内看板の修繕を行ったことで初めて
の利用者が迷うことなく安心して来館出来るようになった。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２６年度は，西部公民館と北部公民館で空調設備の改修工事を実施する。

④ 平成２７年度の方向性
　公共建築物維持保全計画に基づき，計画的に，時には必要に応じて前倒しあるいは先送りで，実施していく。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　建設後約４０年を迎える東部公民館をはじめ，西部公民館や北部公民館においても老朽化が進んでいる。その
ため，計画的に改修を行い，安全で良好な施設環境の中で市民の学習活動，地域活動を進める。

２　目標（事業計画）
　公共建築物維持保全計画の基づき改修工事等を実施するとともに，必要に応じた修繕を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
　老朽化した敷地内の舗装の修繕と案内看板の修繕を西部公民館で実施した。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

公民館の施設整備の推進 事業主管課 公民館
126

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 22教育施設の老朽化対策に向けた取組
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基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 22教育施設の老朽化対策に向けた取組

事業名
番号

郷土博物館施設の整備 事業主管課 郷土博物館
127

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
郷土博物館は昭和49年に開館し，40年が経過する中で，施設の老朽化が顕在化しているため，計画的に維持保
全を行う。また，年々増加する資料への対応等の機能面での充実，国史跡の整備に伴うビジターセンター機能の
必要性など，中長期的視点にたった博物館のあり方を検討する。

２　目標（事業計画）
「調布市公共建築物維持保全計画」に基づいて実施する改修工事以外の，劣化した部分の修繕等適宜対応業務を
実施し，来館者の安全確保を図る。

３　平成２５年度の取組状況
改修工事の実施は無し。
施設・設備の修繕等の日常的な維持管理を適切に実施した。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
機器の運転・監視，点検や清掃，室内環境の測定，消耗品の交換や小修繕・補修等の日常的な保全業務を計画的
に進めたことにより，効率的で質の高い保全が実施できた。
定期的点検の結果に応じた適切な修繕計画を立て，効果的な修繕が実施できた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
次年度以降では，平成28年度に給排水・衛生設備及び空調設備の設計委託，平成29年度には工事が予定されて
いる。

④ 平成２７年度の方向性
「調布市公共建築物維持保全計画」に基づいて，来館者に気持ちよく施設を使ってもらえるよう，引き続き，施
設の維持保全を行う。

４　点検・評価

①　到達度

156



４　点検・評価

①　到達度

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　当初の予定どおり実施した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　特殊建築物等及び建築設備定期点検業務委託における調査結果を基に, 適切な維持管理に努めたい。

④ 平成２７年度の方向性
　利用者の安全第一に，また収蔵品の保全環境の改善のために，引き続き事業の充実に努める。

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

２　目標（事業計画）
　記念館設備維持保全のため，機器や建物の劣化状況を調査等をもとに検証し，適切な処置を講じる。

実篤記念館の設備の維持保全に向けた
整備の推進

事業主管課 実篤記念館
128

事業名
番号

終了

３　平成２５年度の取組状況
・空調設備保守点検（５・８・１１月実施）
・消防設備保守点検（８・２月実施）
・エレベーター保守点検（５・７・９・１１・１・３月実施）
・自動ドア保守点検（５・８・１１・２月実施）
・自家用電気工作物保守委託（毎月実施）
・ＵＧＳ（地中線用負荷開閉器）設置工事（１０月実施）
・２階収蔵庫空調機更新工事（２月実施）
・止水板６台ゴムパッキン交換（２・３月実施）
・特殊建築物等及び建築設備定期点検業務委託（３月実施）

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

１　目的（事業のねらい）
　実篤記念館の劣化した設備を改修して，良好な設備等の維持と美観を保持し，入館者の快適な利用に供する。

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 22教育施設の老朽化対策に向けた取組
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終了

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　指定管理者による管理運営のもと，各種施設修繕や美観の改善など，計画的な維持管理が実施できた。また，
平成２６年度からの新たな指定管理者の選定を遅滞なく行うことができた。
　指定管理者制度導入以降，８年連続で利用者が増加している。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２６年度は，厨房の全面改修を行い，衛生面の向上を図る。
　また，平成２６年４月から第３期目となった指定管理者制度によって，民間のノウハウや経験を活用した施設
の管理運営を行い，利用者へのサービスの向上を図っていく。

④ 平成２７年度の方向性
　施設の計画的な維持保全を実施するとともに，利用者の利便性向上と快適な利用空間の確保に努める。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

１　目的（事業のねらい）
　昭和５８年に開設した施設であるため，施設（外構含む）の老朽化が進んでおり，設備系を含む施設全体の改
修も視野に入れながら，計画的に維持保全を実施していく。

２　目標（事業計画）
　八ケ岳の自然を活用した事業を実施して利用者を増やすとともに施設全体の改修を計画的に実施して，青少年
が自覚を持って社会生活を送れるようにする。
・自然に親しむつどいの実施
・自然の家設備の点検・確認

３　平成２５年度の取組状況
・第６９回自然に親しむつどい（春）実施　５月２５日（土）～２６日（日）　参加人数　３７人
・市立小学校移動教室（５年生）　２０校実施
・第７０回自然に親しむつどい（秋）荒天により中止
・１１月１日から１１月３０日までを臨時休館とし，受変電設備ほか非常用発電機等，設備改修工事を実施。
・体育館の吊り天井の撤去改修工事の実施。
・平成２６年度からの新たな5年間の指定管理者の選定に向け，候補者選定委員会を組織し，プロポーザルによ
り事業者を選定。市議会での承認を受け，正式に指定管理者を決定。

事業展開 継続 拡充 新規 計画事業 行革プラン

事業名
番号

八ケ岳少年自然の家の管理運営 事業主管課 社会教育課
129

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 22教育施設の老朽化対策に向けた取組
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一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
平成２１年度から平成２５年度の５年間で予定通りの空調機器の整備を完了した。
平成２１年度６９教室，平成２２年度３８教室，平成２３年度３０教室，平成２４年度４８教室，平成２５年度
４１教室，合計２２６教室

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
平成２６年度については，特別教室の空調設備について，教育プランの改定における位置付けと整合を図りなが
ら，基本計画の時点修正の中で検討する。

④ 平成２７年度の方向性
平成２７年度以降については，時点修正後の基本計画及び改定した教育プランに基づき計画を進める。

小学校１８校（八雲台小，調和小除く）及び中学校８校で設置された空調機器（管理諸室等）の更新を行う。

３　平成２５年度の取組状況
○　空調機器の更新
第二小学校，富士見台小学校，染地小学校，国領小学校，布田小学校，神代中学校，第三中学校，７校の空調機
器の更新をを行った。
賃貸借期間　Ｈ25.7.1～Ｈ35.6.30

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

A Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
小・中学校に平成５年度以前に設置された空調機（１５１台）について，５年間で更新し，その後維持管理を含
めた整備事業をリース契約（１０年間）で行う。併せて空調機が未設置である図書室に順次設置する。

２　目標（事業計画）

130

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育総務課

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 23良好な学習環境の整備に向けた取組

新規 計画事業

番号
空調機器設備整備の推進

行革プラン 終了

159



一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
平成２５年度については，小学校２校で水飲栓を貯水槽方式から直結給水化方式への切替工事を実施した。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
平成２６年度については，滝坂小学校，上ノ原小学校，北ノ台小学校，第五中学校，第六中学校の直結給水化工
事を計画している。

④ 平成２７年度の方向性
平成２７年度についても，継続して実施する。

小学校２校で水飲栓系統の給水管を直結給水方式に改修する。

３　平成２５年度の取組状況
○　調布市立若葉小学校給水管改修工事
　　Ｈ25.6.25　工事契約
　　Ｈ25.9.13　工事完了
○　調布市立緑ヶ丘小学校給水管改修工事
　　Ｈ25.6.27　工事契約
　　Ｈ25.9.13　工事完了

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ

事業名

１　目的（事業のねらい）
児童・生徒が夏でも冷たい水を飲むことができるようになるなど水道水のおいしさをより実感できるよう，学校
の水飲栓を貯水槽水道方式から直結給水方式に順次切り替えていく。

２　目標（事業計画）

131

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育総務課

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 23良好な学習環境の整備に向けた取組

新規 計画事業

番号
水飲栓の直結給水化事業の推進

行革プラン 終了
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新規 計画事業

番号
校庭の芝生化事業の推進

行革プラン 終了

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 23良好な学習環境の整備に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
近隣への埃対策，ヒートアイランド現象の緩和及び環境教育を推進するため，校庭の一部芝生化をする。また，
子どもの耐力向上と心の育成につなげる。

２　目標（事業計画）

132

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育総務課

国領小学校校庭の一部芝生化を実施する。

３　平成２５年度の取組状況
○　調布市立国領小学校校庭芝生化工事設計委託
　　Ｈ25.6.20　　委託契約
　　Ｈ25.9.13　　設計完了
○　調布市立国領小学校校庭芝生化工事
　　Ｈ25.11.29　工事契約
　　Ｈ26.3.7     　工事完了
　

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
平成２５年度については，国領小学校校庭の一部芝生化を実施し，近隣への埃対策，ヒートアイランド現象の緩
和及び環境教育の推進が図れた。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
平成２６年度については，調布市立滝坂小学校の校庭一部芝生化を予定している。

④ 平成２７年度の方向性
平成２７年度以降についても，継続的に実施する。
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新規 計画事業

番号
室内環境衛生検査の実施

行革プラン 終了

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 24シックハウス対策に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
調布市公共施設等シックハウス対策マニュアルに基づく検査を実施し，児童・生徒の健康への影響が無いことを
確認する。

２　目標（事業計画）

133

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育総務課

検査結果が調布市公共施設等シックハウス対策マニュアルの指針以下であること。

３　平成２５年度の取組状況
○　調布市公共施設等シックハウス対策マニュアルで定める測定を実施した。
　布田小学校給食室整備工事（１３物質）
　深大寺小学校普通教室改修工事（１３物質及びＴ－ＶＯＣ）
　飛田給小学校体育館床補修工事（１３物質及びＴ－ＶＯＣ）
　杉森小学校学習室床修繕（１３物質及びＴ－ＶＯＣ）
　多摩川小学校職員室ほか改修工事（１３物質及びＴ－ＶＯＣ）
　北ノ台小学校普通教室改修工事（Ｔ－ＶＯＣ）
　第五中学校校舎増築工事（１３物質及びＴーＶＯＣ）
　調和小学校校舎増築工事（Ｔ－ＶＯＣ）
　上ノ原小学校校舎増築工事（Ｔ－ＶＯＣ)
　国領小学校第一音楽室床修繕（１３物質及びＴ－ＶＯＣ）
　深大寺小学校多目的室床修繕（１３物質及びＴ－ＶＯＣ）
　上ノ原小学校新規備品（１３物質及びＴ－ＶＯＣ）

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
調布市公共施設等シックハウス対策マニュアルで定めた測定を全て実施出来た。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
平成２5年度については，飛田給小学校体育館床補修工事，多摩川小学校職員室改修工事，調和小学校校舎増築
工事，第五中学校校舎増築工事にて，指針値を超えたため，マニュアルで定める換気を行い，再測定の結果，指
針値以下が確認出来たため供用開始した。

④ 平成２７年度の方向性
調布市公共施設等シックハウス対策マニュアルに基づく検査を継続する。
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新規 計画事業

番号
安全な消耗器材等の購入の推進

行革プラン 終了

基本方針 5 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する

施策 24シックハウス対策に向けた取組

事業名

１　目的（事業のねらい）
　児童・生徒の健康への影響を防ぐため，学校で使用する消耗器材（塗料等），補修用原材料（ベニヤ等）及び
備品類（机・椅子）については，室内空気を汚染する化学物質の発生のない，若しくは最も少ないものを採用す
る。また，ホルムアルデヒド放散量について，日本工業企画（ＪＩＳ）及び日本農林規格（ＪAＳ）で規格化さ
れているものについては，最も厳しい規格である上位規格品（Ｆ☆☆☆☆）を使用する。

２　目標（事業計画）

134

事業展開 継続 拡充

事業主管課 教育総務課

　消耗器材及び補修原材料の購入に際して，化学物質の無いもの若しくは少ないものを購入する。ホルムアルデ
ヒドが含まれるものについては，Ｆ☆☆☆☆を購入する。

３　平成２５年度の取組状況
○小・中学校からの購入依頼により随時実施
　小・中学校からの依頼により塗装及び材木を購入する際には，化学物質の無いものもしくは少ないもの，
   また，ホルム  アルデヒドが使用されているものについてはＦ☆☆☆☆のものを購入した。

４　点検・評価

①　到達度

評価
Ａ ほぼ予定どおり年度目標が達成された。

Ａ Ｂ
一部または相対的に年度目標に到達しなかった。あるいは概ね年度目標に到達したが，成
果・効果が思うように上がらず，課題解決を図る必要が生じている。

Ｃ
年度目標を達成できず，成果が上がっていない。今後の方向性を含めて見直す必要があ
る。

②　自己評価（成果・効果・実績など）
　平成２５年度については，学校で使用する消耗器材，補修原材料及び備品類については，室内空気を汚染する
化学物質の発生のない，若しくは最も少ないものを採用した。また，ホルムアルデヒド放散量について，日本工
業規格及び日本農林規格で規格化されているものについては，最も厳しい規格である最高上位規格品を使用し
た。

③ 課題及び課題を踏まえた平成２６年度の計画または取組状況（改善案）
　平成２６年度については，小・中学校からの依頼により塗料及び材木を購入する際には，化学物質の無いもの
若しくは少ない製品を購入する。

④ 平成２７年度の方向性
　平成２７年度についても，継続して実施していく。

163



 

 

５ 点検・評価についての有識者からの意見 

  平成２６年７月１日（火）に開催した点検・評価に係る有識者会議を踏まえ，３

人の有識者の方々から次のとおり意見書の提出があった。 

  なお，意見書の内容は，７月１日の有識者会議の時点での点検評価の評価票（案）

に対する意見・指摘となっており，本書１６ページから１６３ページにわたって記

載している点検評価の評価票は，本意見書の指摘・意見を踏まえて一部修正・追記

を行ったものである。 

 

(1) 東京学芸大学教育学部講師 倉持 伸江 

基本方針１について 

（総評） 

教育活動の基礎として，生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てること

は重要である。昨年度も指摘したように，子どもの豊かな心を育み，人権を尊重す

る活動に取組むことは，保護者や地域住民，教員など，大人も人権を尊重しあう心

と態度を育てていくことにもつながるという視点を忘れてはならないだろう。一方

で，全体的に見ると昨年度に比べて自己評価がやや低下していることが残念である。 

「心を育てる」という目標はどこまでやれば達成という性質のものではないため，

継続的な取組みを行いつつも，事業が年度当初予定どおり実施できたかどうかだけ

ではなく，事業そのものが目標にどうつながったかという点を常に意識すべきであ

ろう。 

 道徳教育への取組みをはじめとした人権教育等を地道に行う一方で，実態と切り

離された「べき論」の押しつけとなり現実の問題が見過ごされることのないよう，

問題行動調査や「心の状態調査」の実施や分析，専門家による相談の充実などを通

して，実態に寄り添いすぐに問題解決に向けて動けるような体制を今後も維持して

いただきたい。 

（施策３について） 

「宿泊を伴う自然体験学習の検討」の到達度評価がCであった。他事業との関連

も考慮しながら，子どもが豊かな経験を通して学びあえる環境を整えることが望ま

れる。 

基本方針２について 

（総評） 

基本方針２には，もっとも多くの事業が配置されており，子どもたちの「生きる

力」を育て，個を伸ばす教育の充実に向けて，学校教育を中心に多彩な事業が展開

されている。多くの専門的な支援者（講師，嘱託員，支援員，コーディネーター，

スクールソーシャルワーカー，スクールカウンセラー）や地域のボランティアが多

様な課題をもつ子どもを学校と連携して支えている。研修を充実させたり，情報交
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換の場を設けたりするなどして，協働できる体制を強化していくことが求められる

だろう。 

 学校給食をめぐる食物アレルギー対応に関わって，悲しい事故を二度と起こさな

いよう，再発防止に向けた多様な取組みが迅速に行われているが，今後も継続して

実施され，また実施状況について点検・評価を繰り返していくことで風化を防いで

いただきたい。 

 2年連続してB達成度であった「学校図書館専門嘱託員に対する研修の充実及び司

書教諭との連携」については，事業主管課だけではなく関連する課や施設，人材が

協議し，事業が発展していくよう検討をしていただきたい。 

基本方針３について 

（総評） 

生涯にわたって豊かな学習機会が保障されていることは，一人ひとりの自己実現

のみならず，いきいきとした地域づくりにもつながる。多様な対象，内容，場所の

事業が展開されており，一人ひとりが自らに適したものを選ぶことができるという

意味で充実したものであると言える。 

特に，公民館・図書館・郷土博物館や実篤記念館などの社会教育・生涯学習施設

は，人々の学び合いの拠点として，場，機会，学習情報の提供という役割を果たし

ているのみならず，人と人，組織，情報，地域課題をつなげる役割を担っている。

学びと地域での活動をどうつなげ，知の循環をつくりだすか，さらなる展開を期待

したい。 

 3公民館合同利用団体連絡会の設置など，単に学習機会を提供することから，人

材の掘り起こし，人材の活用，地域の活性化へとつながる芽が生まれつつある。活

動をつなげることで学習成果の活用や知の循環が実現するような支援，仕組みづく

りを進めていってほしい。また，こうした学習支援に関わる職員の人材育成，知の

継承も重要な課題である。 

 放課後遊び場対策事業（ユーフォー）について，民間委託による充実を目指して

いるが，子どもの成長のみならず地域の大人にとっての生きがい，地域貢献，学び

の場としての意義を配慮し，地域との関わりを積極的に維持していくことが望まれ

る。 

 「視覚・聴覚に障害のある方への学習参加の支援」について，C評価であったこ

とは大変残念であった。さまざまな現実的な条件のもとで事業を展開していること

も理解できるが，多様な人々へ学習参加の機会を保障するために，問題点を分析し，

実現に向けて強い信念を持って取組んでもらいたい。 

基本方針４について 

（総評） 

現代の教育における大きな課題の一つが，学校・家庭・地域の連携をどう進める
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か，ということである。地域の教育力を高めていくために，さまざまな主管課によ

る事業が行われている。 

「防災教育の日の制定」事業においては，すべての地区協議会が参加するなど，

学校・保護者・地域住民が一体となって効果的な避難所開設訓練を行うことができ

ている。「より実効性のある取組み」を目指して，また持続的な参加を維持しながら，

今後どのように発展させていくことができるか，注視したい。 

基本方針５について 

（総評） 

安全で安心できる教育環境の整備は，市民の活発な学習活動の基礎となるもので

ある。計画に従って，ほぼ予定通りに施設整備がすすめられている。 

全体振返り・自由意見 

評価のあり方について，点検・評価の結果として，「総括振返り」の項目を新た

に設けたことは，平成25年度の主要な事業や主な課題を重点的にとらえることが

でき，意義あるものである。課題をめぐる状況や，状況への対応，今後の展望など

が関連づけられ丁寧に記述されており，わかりやい。また調布市ならでは，年度な

らではの特徴がよく表れている。 

評価票について，昨年度よりも事業ごとの目的，目標，取組み状況，点検・評価

が見やすく，項目間が関連づけて記述されていて改善されている。点検・評価に関

しては，①到達度，②自己評価，③課題および課題を踏まえた平成26年度の計画

または取組み状況（改善案），④平成27年度の方向性という４項目が設定されて

いる。自己評価の記述は到達度の妥当性を判断するために重要な役割を担っている。

また課題や改善案，取組み状況，方向性を示すことで，到達度の高低にかかわらず，

よりよい事業をめざす姿勢が表れている。さらに，年度を超えた事業の継続性につ

いてもよりはっきりと位置付けられるようになっている。 

有識者会議の進め方について，各課の主な取組みを抜き出し，説明をするのは効

率的と言えるが，時間が限られていて，その他の事業も含めて十分に質問すること

ができないのが残念である。 

本意見書の形式について，施策ごとのコメントがどのような意図をもって求めら

れているのか分かりづらい。基本方針ごと，あるいは総括的なコメントということ

についても検討願いたい。 

最後に，点検・評価のそもそもの目的を考えると，住民への説明責任と効果的な

事業運営が挙げられるが，前者に関しては分かりやすい評価のあり方の検討，後者

に関しては年度ごとの点検・評価を長期的な計画（教育プランなど）や次年度の事

業計画にどのように反映させるか，検討を続けていく必要があるだろう。 
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(2) 東京純心女子大学副学長 吉澤 良保 

基本方針１について 

（総評） 

平成25年度における道徳教育地区公開講座への参加者を学校ごとに数値で示し，

一般的傾向として参加者の動向について触れる必要がある。また道徳教育推進委員

会の役割と機能について明確化し，特別教科「道徳」への対応等に備えていく必要

がある。さらに，「心のノート」や東京都版の道徳教材の活用状況調査のデータが

必要である。 

（施策１について） 

来所相談の延べ相談回数（4907回），ソーシャルワーカーによる延べ相談回数

（699回），小学校・中学校スクールカウンセラーを使用した児童・生徒の延べ人

数（20685人）という数字は数値の多寡で判断するのか，教育の実態なのか，統

計の処理の問題なのかが不鮮明であり，その対策が「研修員で相談員のスキルアッ

プを図る」「今後の在り方を検討する」でよいのか課題がある。 

（施策２について） 

小学校高学年の子どもの豊かな心を育む取組（八ヶ岳少年自然の家，夏季施設で

の臨海学園）に加えて４年生においても計画中であるが，授業時数の確保と事前・

事後指導の時間の確保，さらに評価活動についてより重層的に判断する必要があ

る。 

（施策３について） 

 「音楽のまち・調布」の推進を図るために企画している連合音楽会に市内小・中

学校に加えて，市内の私立中学校への働きかけがうまく進展しないとの評価がある

が，開催日時，場所についてより踏み込んだ調整ができないかの工夫・検討が必要

である。「道徳」の教科化を踏まえた具体的な対応の仕方について道徳教育推進委

員会を核に取組む必要がある。 

（施策４について） 

 「各相談事業の充実を図る」とあるが，「学校，医療機関，すこやか，児童相談

所，行政関連部署」が具体的にどのように連携していくかについて，より明確にし

ていくことが望まれる。 

基本方針２について 

（総評） 

 学校給食における食物アレルギー事故の再発防止に向けた対策の方向性等が示

されるほか，教員による児童への暴言等の不適切指導対応についても，人権教育の

視点からの教員研修を徹底するなどの対策が講じられている。また，「いじめ防止

対策基本方針」を策定し，その徹底を図っている。 
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（施策５について） 

 教科化の方向にある「道徳」についての具体的対応をしっかりと行う必要がある。

調布市独自に作成するステップアップワーク（国語，算数，数学）を小・中学校で

実施し基礎学力の定着と家庭学習の習慣化を図っている。市内20校に配置されてい

る学校図書館専門嘱託員と司書教諭との交流が希薄であるため，より積極的な研修

方法の工夫が必要である。 

（施策６について） 

個に応じた教育の充実に向けた教育が適切に実行されている。特に教員に対する

専門家チーム７名による巡回相談および教育支援コーディネーター室の運営，科学

センターの運営が充実している。 

（施策７について） 

 食物アレルギーの児童・生徒への対応，食を通して成長する給食時間への対応が

なされている。 

（施策８について） 

 「水辺の楽校」の主催による多摩川クリーン作戦，多摩川・野川の地域教材化，

ゴミ対策問題に取組む活動が継続して実施されている。 

（施策９について） 

 中学校学校選択制が実施されたことで課題も生まれているが，子どもが主体的に

学校を選択し，個性や可能性を伸長する機会が増加している。 

（施策１０について） 

 不登校の児童・生徒の学校復帰には困難さを伴うが，継続してその対策を講じて

いくことが期待される。平成26年度より，ソーシャルワーカー相談を，教育支援コ

ーディネーター室でのスクールソーシャルワーカーに一本化するようになり，利用

者には分かりやすくなった。 

（施策１１について） 

 幼稚園・保育園と小学校との連携に向け，連携検討委員会を通して就学支援シー

トの周知方法の検討がなされている。 

基本方針３について 

（総評） 

 社会教育課事業，図書館所管事業，郷土博物館事業，公民館事業，実篤記念館事

業は概ね当初計画に沿って展開されているが，各事業についてそれぞれ若干の課題

が生じているため，机上のプランに留めず市民のニーズの実態把握に努め，その対

策を講ずる必要がある。 

（施策１２について） 

 社会教育情報紙「コラボ」を年5回発行し意識啓発と活動支援，杉の木青年事業，

のびのびサークル事業を実施し，特別支援学級の子どもやその卒業生に対して自己
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実現を目指す機会と場を提供している。聴覚障害者を支援する公民館活動の充実が

望まれる。 

（施策１３について） 

 市民が図書館を利活用して教養の幅をひろげたり，学習の拠点としての機会と場

の提供を積極的に展開している。今後は，最新情報の提供と市民の「学び直し」の

ための人材の提供ができるようにしていくことが期待される。録音図書のデジタル

化の促進が望まれる。 

（施策１４について） 

 史跡下布田遺跡，史跡深大寺城跡の保存と整備に係る事業が推進されているが，

学校事業との連携事業も積極的に推進していく必要がある。武者小路実篤にかかわ

る展示事業と普及活動が実行され成果を挙げている。また，郷土を愛する心を育て

る郷土博物館の充実と「調布市デジコン」のサービスコンテンツの充実が期待され

る。 

（施策１５について） 

 市民のスポーツ，レクリエーションの振興，普及のために学校施設（夏季プール，

校庭，体育館）を授業に支障のない限りで今後も積極的に開放していく必要がある。 

（施策１６について） 

 レクリエーション指導者養成講習会のプログラムの見直しを図り，レクの技術を

身に付け，指導者としても，地域で活躍可能なＪＳＬ，ＪＬ，ＳＬの人材育成を積

極的に行っていくことが期待される。ユーフォーと学童クラブの効果的な事業運営

の在り方についての検討がなされている。 

基本方針４について 

（総評） 

 地域・保護者に開かれた学校を目指しての評価活動が適切に実施されてはいる

が，学校第三者評価については企業関係者，学識経験者に十分な時間をかけて徹底

的に分析・検討してもらい，課題を明確にしていく必要がある。さもなければ画餅

になりかねず，評価そのものが形骸化していく危惧があると考える。 

（施策１７について） 

 各小・中学校における学校評議員会は適切に実施され，学校教育の充実に資する

活動となっている。また，学識経験者・企業経営者・学校教育管理職経験者で構成

する学校第三者評価委員会が作成する学校運営改善のための報告書の内容が未消

化になっていることから，報告書作成にかかわる委員に十分な時間の確保や資料提

供を行うなど，適切な評価がなされるよう検討する必要がある。 

（施策１８について） 

 教育活動を補助・支援する学校ボランティア・協力員の「登録延べ人数」と活動

人数の乖離が生ずる原因に教師の指導観が根底にあり，教育協働しながら子どもの
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育ちにかかわることが，学校・家庭・地域の役割と責任である点を「感謝」という

態度で示すことができるか否かが，分かれ道になる点をしっかりと研修していくこ

とが大切である。子育て支援に係る事業が適切に実施されている。 

（施策１９について） 

 深大寺地区エコミュージアム構想の普及・啓発についての事業を積極的に推進す

る必要がある。 

（施策２０について） 

 財政面から，保護者・地域関係者の防犯意識，防災意識を高め，児童・生徒の安

全確保を図っていく地域ぐるみ活動が必要である。 

基本方針５について 

（総評） 

 学校施設の経年劣化に対応するため，教育プランの改定および「調布市基本計画」

「調布市公共建築物維持保全計画」の改定時に合わせた関係部署による抜本的かつ

総合的な協議・対策が望まれる。 

（施策２１について） 

 教育人口増加に伴う校舎の増改築工事が計画通りに進んでいる。 

（施策２２について） 

 図書館分館，公民館の経年劣化が進む中で市民が安全で良好な施設環境が保持で

きるよう「調布市基本計画」「調布市公共建築物維持保全計画」に基づいた速やか

な実行が望まれる。「八ヶ岳少年自然の家」の管理運営が指定管理者制度による運

営がなされるようになり期待値が増している。 

（施策２３について） 

 環境にやさしい校庭の芝生化が開始され，その効果が期待される。 

（施策２４について） 

 シックハウス対策に向けた取組が継続して実行されている。 

全体振返り・自由意見 

 教育プランの改定を控えているということで平成25年度の取組にはB評価の事

業が散見される。一方，学校給食における食物アレルギーへ対応は「いのちと心の

教育月間」を位置づけるなど，誠実かつ堅実に取組んでいる方向性を確認できる。

加えて，いじめ防止対策推進法を受けての調布市としての立ち位置をより明確化す

るとともに，人権教育・道徳教育のさらなる充実を期待する。 
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(3) 帝京大学教育学部初等教育学科准教授 若林 彰 

基本方針１について 

（総評） 

 生命をいつくしみ人の尊厳を重んじる取組は，教育の中でも根幹をなす部分であ

る。様々な角度から検討し，取組を進められており，高く評価したい。 

 都配置のスクールカウンセラーの全校配置が進む中，市配置のスクールカウンセ

ラーとの連携の在り方など，市教育委員会がリーダーシップをとって進めて頂くと

より成果が上がるものと考える。小・中学校の移動教室については，体験活動が充

実の方向にあり素晴らしい成果が期待できると考える。さらに学校の主体的な活動

を重視しながら，活動の充実を市教委がリーダーシップを持って進めて頂くことを

期待する。 

 いじめ問題については，国の問題行動等調査を踏まえ，市教委が策定した「いじ

め防止基本方針」の具現化についても検討されたい。 

（施策１について） 

・問題行動等調査で明らかになったいじめの実態を，市教委で策定された「いじめ

防止対策基本方針」との関わりを具体的に示されるとよい。 

・本年度全校に配置された都のスクールカウンセラーと市配置のスクールカウンセ

ラーの連携を図る具体的方策を明らかにし，教育相談の成果を高めて頂きたい。 

・都教委からも提示されているSCによる「いじめ問題」への取組を重視されるよ

う願いたい。 

・情報モラル教育において新しい課題であるLineの使用法などに取組まれたのは極

めて重要なことである。 

（施策２について） 

・家庭教育における公民館の家庭教育講座の取組は素晴らしい。来館しない，ある

いは見向きもしない親に対しての手立ても引き続き検討されたい。 

・家庭教育セミナーの内容について質の吟味を市教委で行い，効果的な取組を確認

し，推奨の上，支援に取組んで頂きたい。 

（施策３について） 

・移動教室について，体験学習が充実してきたのは成果であると考える。また，学

習成果をより上げるため，前年踏襲とならない内容が実施されるよう，吟味され

たい。 

・中学校の移動教室もスキー技術だけではなく，地域文化に触れるようになってき

ているのは実施内容の改善が行われ，評価したい。さらに雪国で体験などの充実

を図り，より有意義な活動になるよう工夫されたい。 

・道徳地区公開講座では，指導主事の派遣の指導では保護者・地域が集まりにくく

感じるが，成果を分析されたい。 
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（施策４について） 

・スクールカウンセラーに加え，ソーシャルワーカーの相談も充実させているのは

効果的である。ソーシャルワーカーについては，活動や成果が見えにくい中，教

育支援コーディネーター室のスクールソーシャルワーカーに一本化したのは効

果的な取組といえる。 

・スクールカウンセラーとの緊急時の支援体制の構築は極めて重要である。引き続

き，充実を図られたい。市内全教員にシステムの周知を徹底しておく必要がある。 

基本方針２について 

（総評） 

学習指導要領に基づいた指導の推進を図り，学力向上についても確実に行われて

いることを感じさせる。本年度からは，「新」学習指導要領の理解，徹底から，今

次の「学習指導要領の充実」として頂きたい。 

 特別に支援を要する児童・生徒へは手厚く，きめ細かな取組が様々進められてお

り評価したい。 

 不登校児童・生徒に対しては，大学との連携を図るなど対応が手厚く，高く評価

できるが，学校の主体性をより重視して取組むことが大前提ということを確認され

たい。 

 幼稚園，保育園，小学校，中学校の連携を進められているのも高く評価できる。

子どもの育ちと指導の連続性を重視されていることは，様々な面で成果が上がるも

のと考える。 

 アレルギー疾患等への事故防止に対する取組については，食育との連携を図られ

ることもご検討願いたい。 

（施策５について） 

・完全実施から小学校3年目，中学校2年目である。「新」ではなく「学習指導要領」

の対応として頂きたい。 

・道徳については学習指導要領の改訂が進められ，次年度より移行措置に入る。対

応を進められたい。 

・外国人講師の派遣については，担任教師が主となる取組が伝わり評価できる。今

後も外国人講師に授業を任せっきりにしてしまうことがないように，市教委がリ

ードし指導計画を見直して頂きたい。 

・授業改善プラン作成が目的とならないように，どれだけ授業に反映させているか，

検証が必須である。 

・調布市の児童・生徒の実態に合わせたステップワーク作成と活用は素晴らしい取

組である。各校，各個人の実態に確実に合わせていくことが課題となる。 

・市独自の授業力リーダーの取組は素晴らしい取組みであるが，昨年度成果があが

らなかったのが残念。その分析を進め，名称の変更とともに中身の充実を検討さ
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れたい。 

・理科支援員の充実は支援員の資質が鍵となる。選出の在り方から市がリードして

検討されたい。 

・学校図書館専門嘱託員について，司書教諭との連携が学力向上に不可欠と考える。

教員の意識変革も必要と考える。 

（施策６について） 

・常駐型と比して巡回スクールサポーターのメリット，デメリットを明らかにされ

たい。 

・巡回相談は極めて高い成果が得られる。小・中の連携を進めるとさらに効果があ

がると考えられる。 

・ソーシャルスキルトレーニングについて，待機児童がいなかったため実施しなか

ったというのは残念。友達の気持ちを大事にできない児童も多い中，通常学級で

の指導としても重要である。市内の教員への研修に当てるなど，検討をされたい。 

（施策７について） 

・体力向上に向けた取組では，各校の具体例が挙がったのは素晴らしい。すべての

児童生徒一人に一つずつボールが渡るようにしたのも効果的である。その具体的

取組が今後楽しみである。 

・生活習慣状況調査は25年度実施していないが，24年度までの調査を各学校がど

のように受けとめ，取組んだのか確認されたい。家庭での問題であることから，

家庭への啓蒙が必要である。 

・食育講演会，親子料理教室は効果的な取組であるが，各校レベルで実施されるこ

とを望む。 

・食育についての取組が，学校給食用食器の改善導入だけに留まらず，各校での食

育指導推進が必要である。アレルギー学習も含めた食育の指導計画の作成，充実

をなされたい。 

（施策８について） 

・5日間の職場体験の実施は素晴らしい。引き続き，充実を望む。また地域社会の

醸成も必要である。 

・ボランティア活動は，体験することだけに留まらず，一人一人に体験の意義づけ

をすることも重要である。 

・環境教育に25年度積極的に取組んでこられたことは大変素晴らしい。さらにす

べての学校での取組の充実を期待する。各校での取組を市報や教育委員会だより

などで紹介し，啓発されるのも有効ではないか。 

（施策９について） 

・外部指導員の活用のための交付金が削除されているが，地域のボランティアを育

成，活用することなども検討されたい。 
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・特別支援学級在籍生徒への部活動参加の支援は大変効果的な取組である。引き続

き充実を望む。 

・特色ある教育活動の学校紹介集については，各校の取組を参考にして自校の取組

の充実を図るために活用でき有効である。活用について市教委がリードされると

よい。 

・学校選択制については，保護者及び児童の選択の理由がどれだけ正当性があるか

の吟味が重要である。選択について小学校担任のアドバイスなどがシステムとし

てあるとよい。 

（施策１０について） 

・不登校児童・生徒への取組として，大学との連携は効果的である。しかし基本は

学校の取組が重要であり，学校の主体性を重視しておくよう，検討されたい。 

・適応指導教室での原籍校への復帰指導のさらなる充実を期待する。復帰には，学

習指導，適応指導，自立にかかわる指導が行われるようにされたい。（学習指導

が復帰に最も成果が上げるという研究もある。） 

・メンタルフレンドの派遣も効果があると考える。引き続き充実を期待するが，教

員との連携を十分に図られたい。不登校生徒への教員の関わりを減少させないよ

うにすることも肝要である。 

・事業５６と事業５８の一本化について検討されたい。 

（施策１１について） 

・小・中連携について，連携内容が定着してきているのは評価できる。さらなる充

実を期待する。 

・出前授業は，単なるイベントとならないよう，指導内容の小・中教師による検討

を進められたい。 

・幼保小の連携が確実に進められていることを評価したい。就学支援シートの充実

については，保護者の意識改革が必要である。学校に「子どもにとって不利なこ

と」を知られたくないという意識から「事前に情報を提示して，効果的な指導を

してもらう」という意識がもてるよう，保護者への啓発をさらに進められたい。 

基本方針３について 

（総評） 

 市民が生涯にわたって学習を進め，自己実現が図れるよう，公民館，図書館を中

心にその場が提供され，効果的に進められている。 

 ハンディキャップサービスについては，様々な場で設定しているが，実際には実

施されないことが多いようである。より幅広い市民が参加できるよう，改善と対応

を進められたい。 

 図書館，郷土博物館，実篤記念館で，学校教育との連携を視野に入れて実施して

いることは，調布市の文化を次世代に引き継ぐという視点から高く評価したい。ま
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た資料のデジタル化など，知の文化を将来に向けて恒久的な保存を進めているのは

極めて重要であると捉える。 

（施策１２について） 

・杉の木青年教室事業は大変価値のある取組である。ボランティアの方々との親密

度が高まってきているのも素晴らしいことである。 

・ゆーいんぐ事業は大変素晴らしい取組であるが，参加者が固定化していないか確

認されたい。不参加児童・生徒の実態を確認し，今後参加を促す方法を検討され

たい。 

・読書会，講座，講演会において，調布独自の話題性の部分の参加者が少なかった

のは残念。よい取組であるので，広報などの工夫をされて，さらなる実施と充実

を期待する。 

・視覚聴覚に障害のある方への支援は大変素晴らしいコンセプトである。しかし実

施できなかったのが大変残念である。実施に向けて各方面の努力を望む。 

（施策１３について） 

・図書館の資料については，増やす努力をする一方で，その保存の在り方，保存ス

ペースの確保は大きな課題である。保存スペース確保の見通しをもたれたい。 

・調査活動への支援は昨年度の準備から，発信へと取組まれ，大きな成果を上げて

いることを評価する。 

・ハンディキャップサービスの推進における素晴らしい取組であるが，B評価とな

った理由についての分析を受け，改善に取組まれたい。 

（施策１４について） 

・郷土博物館と学校との連携をさらに充実し，調布独自の文化を子どもたちに引き

継ぐという機運を高めて頂きたい。それには学校からの依頼を待つだけではな

く，学校側との協議を積極的に行う必要ある。 

・郷土芸能の保存については，子どもはやし連が7つの連で育成されているのは大

変喜ばしいことである。さらに継続，充実するよう支援を願う。 

・調布デジコンは，これからの時代にマッチする素晴らしい取組と評価する。さら

なる充実を願う。 

・実篤記念館でリニューアルしたHPのアクセス件数が多く，成果が上がっている

ことを評価したい。 

（施策１５について） 

・学校施設の開放について，学校教育に支障をきたすことのないように十分に配慮

頂きたい。時間帯の分離については，十分な吟味を頂きたい。 

（施策１６について） 

・調布っ子夢会議は子どもたちに夢を与える活動であると評価する。この活動を多

くの市民に広報し，市全体で子どもを地域社会へ参画させる活動が広がることを
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願う。 

・ユーフォーの充実の事業では，市内全小学校20校で開設されたことを高く評価

する。 

・青少年交流館での取組は，参加者が大変多く，評価したい。（青少年というのは

どの年齢層を対象としているのか。） 

・公民館青少年教育事業の推進は，昨年は事業展開が「継続」であったが，今年は

「計画事業」となっている。何故か。 

基本方針４について 

（総評） 

学校，家庭，地域が連携する取組を進められていることを評価したい。「調布の

子どもは調布の地域で育てる」という意識が醸成されていくことを期待する。 

 安全，地域の教育参加，防災など多岐にわたる事業が展開されており，評価した

い。市教委のリードでさらに積極的に充実されていくことを願う。 

（施策１７について） 

・学校評議員制度による支援が「お手伝い」するに留まらず，主体的な教育活動へ

の参加となるよう，市教委のリードを願いたい。 

・第三者評価は大変重要である。厳しい評価も大切であるが，学校教育への肯定的

理解に基づいた評価が学校教育の充実につながることについても，十分に検討さ

れたい。 

・学校サポート体制の検討の事業は，学校を支える価値のある取組と考える。既に

実施し効果を上げている事業でもあるので，事業名から「の検討」の文言を削除

する方向で検討されたい。 

（施策１８について） 

・学校ボランティアの活用は，大変重要な事業と考えるが，「B」評価は残念である。

活動人数が少ない状況を多面的に分析し，今後充実を図るよう願う。 

・学校支援地域本部の取組が全校で活発化するため，設置されていない学校は，地

域や市教委の支援を待つのではなく，学校が地域との連携を深めるなどの主体的

取組を進める必要がある。 

・PTA連合会への支援では，交付金に加えて様々な援助が進められたことを評価す

る。 

（施策１９について） 

・住民参加型の街づくりが進められる中，市民の手による資料情報館の事業や地域

まるごと博物館エコミュージアムの事業は大変有効であると考える。住民参加型

の新しい型である。さらなる充実を目指し，市教委のリードを期待する。 

（施策２０について） 

・スクールガードの講習会が「B」評価であるのは残念である。なぜ保護者・地域
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関係者の参加がなかったのか，分析をして充実を願う。また，未実施校があるの

も課題である。 

・新規事業の防災の日の制定の事業において，現在の社会情勢から極めて重要な施

策と考える。具体的に実践的に進められていることを高く評価したい。市，地域

ぐるみで取組むこの必要性を全市民に浸透していくことを期待する。内容に「避

難所の開設」を発展させて「避難所宿泊」をする訓練の実施も視野に入れてはい

かが。（備蓄食の試食なども含む） 

基本方針５について 

（総評） 

教育環境の充実は，なんといっても全ての教育事業推進の基盤と捉える。 

 今後，調布市の教育人口の増加，校舎の老朽化などが進む中で，先の見通しをも

った「教育環境充実の取組」が丁寧に進められていることを評価したい。 

全体振返り・自由意見 

昨年度は，「アレルギー疾患等の事故」，「教員の児童への暴言など不適切な指導」

等，大きな事故等が起きたが，正面からこの問題に取組まれ，市民に情報を発信す

る仕組みづくり，人権教育の充実やアレルギー問題への着実な取組を進められてい

ることを高く評価したい。また，校舎の老朽化，全国で問題となっている「いじめ

問題」，東日本大震災を教訓とした防災教育等についても見通しをもって着実に取

組まれ，成果が上がっていることを評価するとともに，今後のさらなる取組の充実

に期待したい。 

 調布市に多数存在する貴重な文化財を保存し，生かす取組にも丁寧に取組まれて

おり，今後も充実を期待する。特に，学校教育との連携にも積極的に取組んでおら

れ，次世代への文化の継承という視点からも，今後も一層効果的に進められること

を願う。これについては，学校教育側からの積極的なアプローチも期待する。 

 公民館，図書館においても，前年踏襲とならないよう，今後も活動内容を常に吟

味し，多くの市民が参加できるよう進められることを期待する。ハンディキャップ

のある市民への支援については，多くの市民が参加するという点で特に重要であ

る。さらなる充実を期待する。 

 教育委員会全体としての取組が，冒頭に「点検・評価の総括振り返り」として取

りあげられたのは，問題点や重点的な取組が総括的に捉えられやすく，「事業評価」

として大変効果的である。また，「ねらい，計画，取組状況，評価，今後の方向性」

という評価シートの改善は，事業の評価が論理的に示されることになり，分かりや

すい。事業改善を視野に入れた意欲的な改善を評価したい。  

 

177



６ 教育委員会会議開催状況（平成２５年度） 

開催月日 会議名 議             事 結 

平成25年 

4月26日 

第4回 

定例会 

（議案） 

・臨時代理の承認について 

（協議題） 

・調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例の一部を改正する条例（案）の骨子について 

・調布市財団法人に対する助成等に関する条例の一部を改正する条例（案）の

骨子について 

（報告事項） 

・平成25年第1回調布市議会定例会について 

・平成24年度教育委員活動報告（3月分）について 

・平成24年度教育会館会議室の使用状況報告（1月～3月分）について 

・平成24年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・平成25年度児童・生徒数について 

・調布市食物アレルギー事故再発防止検討委員会について 

・体罰に係る実態把握について 

・事故報告等について 

・平成24年度教育支援コーディネーター室利用状況報告（1月～3月分）につ

いて 

・調布市社会教育委員の会議について（平成24年度1月～3月分） 

・平成24年度八ケ岳少年自然の家使用状況報告（1月～3月分）について 

・平成24年度青少年交流館使用状況報告（1月～3月分）について 

・平成24年度放課後遊び場対策事業「ユーフォー」実施状況について 

・調布市青少年交流館の臨時休館について 

・平成24年度教育相談所利用状況報告（1月～3月分）について 

・平成24年度教育相談所事業報告について 

・平成24年度調布市公民館運営審議会（1月～3月分）について 

・平成24年度調布市公民館使用状況報告（1月～3月分）について 

・平成24年度調布市公民館使用状況について 

・平成24年度調布市公民館事業報告について 

・平成24年度調布市立図書館協議会（1月～3月分）について 

・平成24年度図書館利用状況報告（1月～3月分）について 

・平成24年度図書館事業報告について 

・平成24年度調布市文化財保護審議会（10月～3月分）について 

・平成24年度郷土博物館使用状況報告（1月～3月分）について 

・平成24年度郷土博物館使用状況及び事業報告について 

・平成24年度武者小路実篤記念館使用状況報告（1月～3月分）について 

 

可決 

 

— 

 

— 

 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

  ・平成24年度武者小路実篤記念館使用状況報告・事業報告について 

・一般財団法人調布市武者小路実篤記念館運営事業団理事役員人事について 

 

— 

— 

178



5月16日 第3回 

臨時会 

（議案） 

・臨時代理の承認について 

（報告事項） 

・体罰に係る実態把握について 

・調布市食物アレルギー事故再発防止検討委員会について 

・平成24年度調布市八ヶ岳少年自然の家の指定管理者事業報告について 

・一般財団法人調布市武者小路実篤記念館の経営状況について 

・一般財団法人調布市武者小路実篤記念館の役員等の人事の変更について 

 

可決 

 

— 

— 

— 

— 

— 

5月24日 第5回 

定例会 

（議案） 

・調布市公民館運営審議会委員の解職及び委嘱について 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（4月分）について 

・事故報告等について 

・教育課程の概要について 

・平成25年度放課後遊び場対策事業の登録状況について 

 

可決 

 

— 

— 

— 

— 

6月28日 第6回 

定例会 

（議案） 

・臨時代理の承認について 

・臨時代理の承認について 

・調布市社会教育委員の委嘱について 

・調布市公民館運営審議会委員の委嘱について 

（協議題） 

・食物アレルギー事故再発防止について 

（報告事項） 

・平成25年第2回調布市議会定例会について 

・平成25年度教育委員活動報告（5月分）について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・調布市食物アレルギー事故再発防止検討委員会について 

・親子料理教室について 

・事故報告等について 

・中学生職場体験について 

・人権教育研修について 

・放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の事故報告について 

・学校に行きづらい子どもの保護者の集い（第6回）について 

・調布市武者小路実篤記念館運営事業団の解散及び清算について 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

 

— 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7月26日 第7回 

定例会 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（6月分）について 

・平成25年度教育会館会議室の使用状況報告（4月～6月分）について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・調布市食物アレルギー事故再発防止検討結果報告書について 

・事故報告等について 

・平成25年度教育支援コーディネーター室利用状況報告（4月～6月分）について 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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  ・学校評議員全体会について 

・平成25年度調布市社会教育委員の会議（4月～6月分）について 

・平成25年度八ケ岳少年自然の家使用状況報告（4月～6月分）について 

・平成25年度青少年交流館使用状況報告（4月～6月分）について 

— 

— 

— 

— 

  ・平成25年度教育相談所利用状況報告（4月～6月分）について 

・平成25年度調布市公民館運営審議会（4月～6月分）について 

・平成25年度公民館使用状況報告（4月～6月分）について 

・平成25年度調布市立図書館協議会（4月～6月分）について 

・平成25年度図書館利用状況報告（4月～6月分）について 

・平成25年度調布市文化財保護審議会（4月～6月分）について 

・平成25年度郷土博物館使用状況報告（4月～6月分）について 

・平成25年度武者小路実篤記念館使用状況報告（4月～6月分）について 

・実篤記念館指定管理者制度導入への取り組みについて 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8月15日 第4回 

臨時会 

（議案） 

・臨時代理の承認について 

（協議題） 

・調布市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例（案）の骨子について 

・調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

報告書（案）（平成24年度）について 

・調布市武者小路実篤記念館条例の一部を改正する条例(案)の骨子について 

・平成25年度調布市一般会計補正予算（第1号）（案）教育部所管分の概要に

ついて 

・平成24年度調布市一般会計歳入歳出決算（教育部所管分）の概要について 

（報告事項） 

・「調布市防災教育の日」平成25年度検証報告について 

・調布市八ケ岳少年自然の家の臨時休業について 

・調布市八ケ岳少年自然の家指定管理者候補者の選定について 

 

可決 

 

— 

— 

 

— 

— 

 

— 

 

— 

— 

— 

8月23日 第8回 

定例会 

（議案） 

・調布市立図書館協議会委員の委嘱について 

・調布市教育委員会職員の処分について 

（協議題） 

・市立小学校における児童に対する不適切な指導後の対応について 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（7月分）について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・平成25年度1学期における市内公立小・中学校の学校給食による食物アレ

ルギー事故の報告について 

・平成25年度夏季施設の参加児童数等について 

・事故報告等について 

・放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の事故報告について 

 

可決 

可決 

 

— 

 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 
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9月8日 第5回 

臨時会 

（議案） 

・調布市教育委員会委員の辞職について 

 

可決 

9月27日 第9回 

定例会 

（議案） 

・調布市史跡下布田遺跡保存管理計画策定委員会委員の委嘱について 

（協議題） 

・調布市食物アレルギー事故再発防止検討結果報告に基づく基本的な方針につ

いて 

・学校給食における食物アレルギー対応児童の誤食について 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（8月分）について 

・平成25年第3回調布市議会定例会について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・親子料理教室実施報告について 

・8月における市内小・中学校の事故等の報告について 

・平成25年度全国学力・学習状況調査の結果について 

・夏季休業期間中における児童・生徒の顕著な実績について 

・平成25年度調布市教育シンポジウムについて 

・平成25年度学校プール開放事業実績報告について 

・調布市武者小路実篤記念館の指定管理者候補者の選定について 

 

可決 

 

— 

 

— 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10月1日 第6回 

臨時会 

（報告事項） 

・教育委員会委員の任命について 

 

— 

10月21日 第7回 

臨時会 

（議案） 

・東京都公立学校校長の人事について 

 

可決 

10月24日 第8回 

臨時会 

（議案） 

・調布市教育委員会職員の人事異動について 

 

可決 

10月25日 第10回

定例会 

（協議題） 

・調布市食物アレルギー事故再発防止検討結果報告に基づく基本的な方針につ

いて 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（9月分）について 

・平成25年度教育会館会議室の使用状況報告（7月～9月分）について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・平成25年度調布市教育人口等推計報告書について 

・食物アレルギー対策の取組状況について 

・食育講演会について 

・9月における市内小・中学校の事故等の報告について 

・平成25年度東京都児童・生徒体力・運動能力等調査結果について 

・小・中学校の顕著な教育活動について 

・平成25年度教育支援コーディネーター室利用状況報告（7月～9月分）につ

いて 

 

— 

 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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  ・平成25年度調布市社会教育委員の会議（7月～9月分）について 

・平成25年度八ケ岳少年自然の家使用状況報告（7月～9月分）について 

・平成25年度青少年交流館使用状況報告（7月～9月分）について 

・平成25年度教育相談所利用状況報告（7月～9月分）について 

・平成25年度調布市公民館運営審議会（7月～9月分）について 

・平成25年度公民館使用状況報告（7月～9月分）について 

・平成25年度調布市立図書館協議会（7月～9月分）について 

・平成25年度図書館利用状況報告（7月～9月分）について 

・平成25年度調布市文化財保護審議会（7月～9月分）について 

・平成25年度郷土博物館使用状況報告（7月～9月分）について 

・平成25年度武者小路実篤記念館使用状況報告（7月～9月分）について 

・教職員の服務事故について 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11月8日 第9回 

臨時会 

（報告事項） 

・調布市立小学校長の退職について 

 

— 

11月12日 第10回

臨時会 

（議案） 

・東京都公立学校校長の人事について 

 

可決 

11月14日 第11回

臨時会 

（協議題） 

・平成25年度調布市一般会計補正予算（案）教育部所管分の概要について 

・調布市八ケ岳少年自然の家指定管理者の指定について 

・調布市武者小路実篤記念館の指定管理者の指定について 

 

— 

— 

— 

11月22日 第11回

定例会 

（協議題） 

・食物アレルギー対策の取組について 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（10月分）について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・平成25年10月における市内公立小・中学校の学校給食による食物アレルギ

ー事故の報告について 

・平成25年10月における市内小・中学校の事故等の報告について 

・平成25年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」結果について 

・平成25年度調布市教育シンポジウムの結果について 

・平成25年10月における放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の事故の報告

について 

・平成25年度地域運動会実施報告について 

・学校に行きづらい子どもの保護者の集い（第7回）について 

 

— 

 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

12月18日 第12回

臨時会 

（議案） 

・東京都公立学校副校長の人事について 

（報告事項） 

・教育委員会委員の任命について 

 

可決 

 

— 
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12月20日 第12回

定例会 

（議案） 

・調布市武者小路実篤記念館の指定管理に関する規則 

・調布市立図書館協議会委員の解職及び委嘱について 

（協議題） 

・平成26年度調布市教育委員会教育目標及び基本方針について 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（11月分）について 

・平成25年第4回調布市議会定例会について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

 

可決 

可決 

 

— 

 

— 

— 

— 

  ・中学校学校選択制の学校選択結果について(最終報告) 

・平成25年度調布市食育講演会の実施報告について 

・平成25年11月における市内小・中学校の事故等の報告について 

・平成25年度調布市「いのちと心の教育」の取組について 

・平成25年度調布市研究推進校発表会の開催について 

・平成25年度調布市中学生職場体験事業の実施について 

・放課後遊び場対策事業「ユーフォー」における副籍児童の交流について 

・学童クラブとユーフォーの連携における効果・効率的運営の方向性について 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

平成26年 

1月24日 

第1回 

定例会 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（12月分）について 

・平成25年度教育会館会議室（2階）使用状況報告（10月～12月分）について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・調布市立学校給食における完全除去対応の見直しについて 

・平成25年12月における市内公立小・中学校の学校給食による食物アレルギ

ー対応について 

・平成25年12月における市内小・中学校の事故等の報告について 

・平成25年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」結果について（修

正版） 

・平成25年度教育支援コーディネーター室利用状況報告（10月～12月分）

について 

・平成25年度調布市社会教育委員の会議（10月～12月分）について 

・平成25年度八ケ岳少年自然の家使用状況報告（10月～12月分）について 

・平成25年度青少年交流館使用状況報告（10月～12月分）について 

・平成26年調布市成人式の実施結果について 

・平成25年度教育相談所利用状況報告（10月～12月分）について 

・平成25年度調布市公民館運営審議会（10月～12月分）について 

・平成25年度公民館使用状況報告（10月～12月分）について 

・平成25年度調布市立図書館協議会（10月～12月分）について 

・平成25年度図書館利用状況報告（10月～12月分）について 

・平成25年度調布市文化財保護審議会（10月～12月分）について 

・平成25年度郷土博物館使用状況報告（10月～12月分）について 

・平成25年度武者小路実篤記念館使用状況報告（10月～12月分）について 

 

— 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

 

— 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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2月13日 

 

 

 

第1回 

臨時会 

（議案） 

・調布市教育委員会表彰について 

・東京都公立学校校長・副校長の人事について 

・東京都公立学校教員の人事について 

（協議題） 

・平成25年度調布市一般会計補正予算（教育部所管分）案の概要について 

・平成26年度調布市一般会計歳入歳出予算（教育部所管分）案の概要につい

て 

・調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例の一部を改正する条例（案）の骨子について 

・調布市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例（案）の骨子について 

・調布市武者小路実篤記念館条例の一部を改正する条例（案）の骨子について 

 

可決 

可決 

可決 

 

— 

— 

 

— 

 

— 

— 

2月28日 

 

 

 

 

 

第2回 

定例会 

（議案） 

・調布市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

・調布市教育委員会専門嘱託員規則の一部を改正する規則 

・調布市立学校事案決裁規程の一部を改正する訓令 

・調布市文化財の指定について 

・調布市教育委員会表彰について 

（協議題） 

・調布市教育委員会「いじめ防止対策基本方針」について 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（1月分）について 

・「平成26年度調布市防災教育の日」実施計画（案）について 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

 

— 

 

— 

— 

  ・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」及

び調布市の実態と対応について 

・平成26年1月における市内小・中学校の事故等の報告について 

・平成25年度調布っ子夢会議の開催結果について 

・学校に行きづらい子どもの保護者の集い（第8回）について 

・平成26年度調布市立図書館の臨時休館日について 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

3月25日 第2回 

臨時会 

（議案） 

・臨時代理の承認について 

・臨時代理の承認について 

・調布市教育委員会職員の人事異動について 

 

可決 

可決 

可決 

3月28日 第3回 

定例会 

（議案） 

・調布市立学校事案決裁規程の一部を改正する訓令 

・調布市科学センター規程の一部を改正する訓令 

・調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

・調布市郷土博物館顧問の委嘱について 

（協議題） 

・全国学力・学習状況調査における学校別成績公表について 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

 

— 
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・平成26年度調布市教育相談所事業計画（案）について 

・平成26年度調布市公民館事業計画（案）について 

・平成26年度調布市立図書館事業計画（案）について 

・平成26年度調布市郷土博物館事業計画（案）について 

（報告事項） 

・平成25年度教育委員活動報告（2月分）について 

・平成25年度教育施設主要事業の執行及び進捗状況について 

・平成26年2月における市内小・中学校の事故等の報告について 

・平成27年度使用調布市立小学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書採

択要領（案）について 

・平成25年度調布市立中学校総合学力調査結果について（速報値） 

・平成26年度調布市武者小路実篤記念館事業計画（案）について 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 
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７ 調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実

施要綱 

平成 21年１月 30日 

教育委員会要綱第２号 

第１ 目的 

この要綱は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第162

号）第 27条の規定に基づき，調布市教育委員会（以下「委員会」という。）が自ら

の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するために必要な事

項を定めることにより，効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに，市民への説

明責任を果たし，市民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。 

第２ 定義 

この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号の定めるとお

りとする。 

(１) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況や成果について，取りまとめ

ることをいう。 

(２) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ，課題を検討するとともに，

今後の取組の方向性を示すことをいう。 

第３ 点検及び評価の対象 

点検及び評価の対象は，教育基本法（平成 18年法律第120号）第 17条第２項

の規定に基づき調布市教育委員会が策定した教育振興基本計画に掲げる施策及び主要

事業とする。 

第４ 点検及び評価の実施 

点検及び評価は，前年度における第３に掲げる事業の進捗状況を総括するとともに，

課題や今後の取組の方向性を示すものとし，毎年１回実施する。 

２ 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

を図るものとする。 

３ 施策及び事業の進捗状況等を取りまとめ，教育に関し学識経験を有する者の意見

を聴取する機会を設けるものとする。 

４ 委員会において点検及び評価を行った後，その結果を取りまとめた報告書を作成

し，市議会へ提出する。また，報告書は公表するものとする。 

第５ 学識経験者等の知見の活用 

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため，点検及び評価に関する有

識者を置く。 

第６ 委任 

この要綱に規定するもののほか必要な事項は，別に定める。 
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附 則 

この要綱は，平成 21年２月１日から施行する。 

附 則（平成 22年 12月 22日教委要綱第 16号） 

１ この要綱は，平成 22年 12月 22日から施行する。 

２ この要綱による改正後の調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価実施要綱第３の規定は，平成 22年度以降に係るものについて適

用する。 
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