
 

 

 

４ 重点プロジェクトの点検・評価の結果 
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重点プロジェクト名 プロジェクトの方向性 

１ 教育委員会の改革・改善 
今日的な教育課題に迅速に対応する教育委員会改

革 

プロジェクト

概要 

・教育の政治的中立性，継続性・安定性を確保しつつ地方教育行政における責任の明 

確化，迅速な危機管理体制の構築，市長との連携強化を図るなど教育委員会制度改 

革の趣旨を踏まえた取組を進める。 

・制度改正に合わせて，教育委員会のあるべき姿を描き，取組の改革・改善に努める。 

関連施策等 ○市長と連携した教育行政の推進 

○教育施策・事業を推進するための教育委員会の組織体制・運営の改革・改善 

～現状と課題～ 
○事故や事案の発生  

・平成２４年度に，調布市立学校において，食物アレルギーに起因する児童の死亡事故や，

担任教員による児童への暴言等による不適切な指導など，調布市の教育行政の信頼を損な

う事案が発生・発覚した。こうした事故や事案を二度と起こさないための再発防止策の徹

底を図るとともに，教育委員会と学校，保護者との情報の共有に努めている。  

○市民に開かれた教育行政 

・法改正に合わせた組織体制の整備や関連例規の整備を図るとともに，その機能，役割及び活動のあ

り方など，あるべき姿を念頭に置き，市民に信頼される教育行政の執行機関として改革・改善に努

め，学校・家庭・地域と連携して，市民に開かれた教育行政を推進していく必要がある。 

・学校現場を取り巻く課題が複雑化・多様化する中，教職員には，授業・生活指導・学校行事・部活

動のほか，保護者への対応や地域との連携などの活動についても適切な対応が求められる。 

・開かれた教育行政のもと，学校を取り巻く状況を的確に把握しながら，教職員の資質向上や負担軽

減に努め，その指導力を十分に発揮できるような学校環境を整えるとともに，学校評価のしくみの

改善や学校経営支援の充実に取り組んでいく必要がある。 

○市長部局との連携・協働 

・平成２７年度から，市長と教育委員会による「総合教育会議」が設置され，平成２８年２月に市長

が「調布市教育大綱」を策定した。「調布市教育大綱」で示された３つの方針と５つの連携テーマ

について，教育委員会と市長部局が連携し，教育に係る課題について連携して取り組む必要がある。 

 また，いじめや虐待など，重大・緊急の対応が求められる事案については，即時総合教育会議を開

催し，市長部局と共に迅速かつ的確な対応を取る必要がある。 

～平成２７年度の取組概要～ 

○「調布市総合教育会議」の設置 

・平成２７年５月２２日に，「調布市総合教育会議」が設置され，市長と教育委員会委員による教育

課題への協議・検討の場が設けられた。同日，第１回調布市総合教育会議が開催され，以降，平成

２７年７月２４日に第２回，平成２７年１０月２３日に第３回，平成２８年１月２２日に第４回の

会議を開催し，「調布市教育大綱」の策定に向けた協議が行われた。 

○「調布市教育大綱」の策定 

・平成 27 年度の「調布市総合教育会議」における協議を通じて，市長は平成２８年２月に「調布市

教育大綱」を策定した。 

 調布市教育大綱では，「子どもは調布の宝，未来への希望」とする調布市子ども条例の基本理念を

主管課長 教育総務課長  野澤 薫 
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踏まえ，調布の未来を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため，学校・家庭・地域及び行政が

連携・協力することを目指して，3 つの基本方針を示した。 

  また，市長と教育委員会が連携して取り組む５つの連携テーマを示した。 

  ◎テーマ１ 子どもたち一人一人に応じた教育及び支援の充実 

  ◎テーマ２ 安全・安心な学校づくりの推進 

  ◎テーマ３ 学校施設の整備の推進 

  ◎テーマ４ 学校・家庭・地域の連携による教育支援 

  ◎テーマ５ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

 

○改正法に基づく新たな教育委員会の体制整備 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い，教育委員会の責任

の明確化とより迅速な対応を図るため，これまで教育委員会を代表していた教育委員長と，教育委

員会事務局を統括していた教育長を一本化した新たな職（新教育長）を設置することとなった。 

平成２７年１０月１日から，調布市教育委員会は新体制に移行した。 

○開かれた教育行政 

・教育委員による市立小・中学校の訪問を，平成２７年度中に１４校で行い，各校の授業を参観し，

学校長等と意見交換を行った。また，平成２８年１月に行われた市町村教育委員研究協議会におい

ては，さまざまな教育課題のテーマに分かれて他市の教育委員と意見交換を行った。 

～組織横断的な連携調整，情報共有の取組について～ 

・調布市総合教育会議における市長と教育委員の協議を通じて「調布市教育大綱」を策定し，今後市

長部局と教育委員会が連携すべき方向性を定めた。 

・東京都市教育委員会連合会，都市教育長会，都市庶務課長会を通じて，改正法に関する必要な情報

や近隣市の対応などの取組状況について，情報収集を行った。また収集した情報について，教育委

員会定例会などの前後で実施する情報連絡会で教育委員に情報提供を行った。 

・総合教育会議や大綱の策定について，市長部局（行政経営部）と協議を行い，平成２７年度以降の

対応，所管部署などの調整を図った。 

～今後の方向性（プロジェクトの推進）～ 

○開かれた教育行政の推進 

・教育委員会定例会及び臨時会等の会議のほか，情報交換会など，教育長及び教育委員相互の意見交

換が必要な教育課題等について協議する機会を増やすとともに，会議内容を充実させる。 

○学校経営支援の推進 

・市立小・中学校校長会や関係団体と情報の共有及び意見交換を行い，学校や家庭の課題等の的確な

把握に努め，教員の負担軽減をとおして子どもと向き合う時間を増やすために，校務改善・学校経

営支援に取り組む。 

○市長部局との連携（総合教育会議ほか） 

 「調布市教育大綱」で示された連携テーマについて，教育委員会における具体的な取組事項を検討

するとともに，調布市総合教育会議においても現状や進捗を報告し，市長部局と協働のうえ，連携

テーマへの迅速かつ的確な対応を図る。 

 

▲総合教育会議の様子 
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重点プロジェクト名 プロジェクトの方向性 

２ 特別支援教育の充実 
子どもたち一人一人を大切にする教育の推進 

 

プロジェクト

概要 

・調布市特別支援教育全体計画を踏まえつつ，特別な支援を必要とする児童・生徒が

増加傾向にあることを捉え，障害のある者と障害のない者が，可能な限り，同じ場

でともに学び合う教育（インクルーシブ教育システム）の実現を目指す。 

・特別支援教育の推進に当たっては，的確な現状把握や学級・教室の計画的な整備，

教員の指導力向上，巡回指導の充実，関係機関との連携など，多様な課題を総合的

かつ組織横断的に推進する。 

関連施策等 ○施策７ 個に応じた支援及び指導の充実 

○施策８ 学校施設整備の推進 

○施策９ 協働の学校づくり 

～現状と課題～ 
【インクルーシブ教育システム構築に向けた多様な学びの場の整備と教員の指導力向上】  

○特別支援学級（固定・通級）の計画的な整備  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・特別支援学級（固定）の児童・生徒数は，小学校においては，やや減少傾向にある。また，中学校

においては，増加傾向にある。情緒障害等通級指導学級の児童・生徒数は，小学校においては，急

激な増加傾向にあり，平成２７年度は平成２２年度の約４倍である。中学校においては，やや増加

傾向である。今後，調布市の教育人口は増加傾向にあると推計されていることから，特別支援学級

（固定・通級）に在籍する児童・生徒数も同様の傾向が見込まれることを念頭において，計画的な

整備を図ることが必要である。 

○小学校２０校における特別支援教室の整備 

・平成２８年度より特別支援教室による巡回指導を本格実施する。特別支援教室拠点校を含め，小学

校では，指導場所となる特別支援教室の環境整備とともに，巡回指導が円滑に実施できるよう校内

体制の整備が必要である。 

○管理職及び教員の特別支援教育に関する理解と教員の指導力向上 

・通常の学級において，発達に障害等のある特別な支援が必要な児童・生徒が急増している。そのた

め，特別支援教育に関する知識・理解を含めた教員の指導力向上が必要である。 

○インクルーシブ教育システム構築モデル事業（モデルスクール）の取組 

・調和小学校において，年２回の有識者，合理的配慮協力員，特別支援学校長，モデル校校長，教員 

 等からなる検証委員会，年１０回の校内における検討委員会において，合理的配慮協力員等からの 

特 別 支 援 学 級 (固 定 )の 児 童 ・ 生 徒 数
の 推 移 (平 成 2７ 年 ５ 月 現 在 )  
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主管課長 指導室長  神谷 出 
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～平成２７年度の取組実績～ 

指導・助言を受けて，対象児童における合理的配慮の検証を行った。また，３年間の研究の成果に

ついて市内全小・中学校にリーフレット等を配布するとともに，平成２８年１月に調布市成果発表

会として研究報告を行い，周知・啓発を行った。 

○小学校特別支援教室の環境整備 

・小学校全てに特別支援教室を設置するとともに，全ての教室で児童の特別なニーズに応じた教育が

できるよう，必要な教材及び備品を整備した。また，特別支援学級担任連絡会において，情緒障害

等通級指導学級担任が，特別支援教室に必要な環境等について情報交換できる機会を設定した。 

○調布市特別支援教育全体計画改定版の策定 

・調布市特別支援教育全体計画を見直し，現在の国，都の動向を踏まえた通常の学級，特別支援学級，

特別支援教室，通級指導学級のあり方等を示した。 

○幼・保・小連携の充実 

・就学支援シートの啓発のために，保護者向け啓発資料「伝えよう，つなげよう，子どものこと」を

作成し，幼稚園・保育園等に通い次年度小学校に就学する子どもがいる家庭に配布した。 

～組織横断的な連携調整，情報共有の取組について～ 

・特別支援教育検討委員会を実施し，指導室，学務課，教育総務課，教育相談所等の管理職，学校代

表校長が出席し，今後の通常の学級における特別支援教育，特別支援学級，特別支援教室，適応指

導教室等の在り方等について協議した。 

・特別支援教育連絡協議会を実施し，調布市における特別支援教育の推進における課題等について，

教育，福祉，医療，保健，保護者等の各代表者と協議をし，情報共有を図った。 

・東京都管理指導室課長会，東京都指導主事連絡協議会，東京都市指導主事連絡会等を通じて，特別

支援教室に関する必要な情報，他地区の効果的な取組状況について情報収集を行い，必要な情報を

定例校長会や定例教育委員会等で共有した。 

～今後の方向性（プロジェクトの推進）～ 

○特別支援教育全体計画【改定版】に基づく取組の推進 

・特別な支援を必要とする児童・生徒への指導や支援を充実させるため，合理的配慮協力員を教育相

談所による調布市特別支援教育専門家チーム（巡回相談員）に位置づけ，活用を図る。 

・就学相談の増加に伴い，教育相談所においては，専門的見地からの総合的な意見等を踏まえた客観

的な判断基準に基づいた答申結果を保護者に分かりやすく伝え，保護者との合意形成による就学措

置の推進を図るなど，適正な就学を支援するため，学校を含めた体制の整備に取り組む。 

・各学校の特別支援教育校内委員会の充実を図るため，特別支援教育コーディネーターの研修を充実

させ，個別の教育支援計画及び個別指導計画に基づいた組織的な指導及び支援ができるようにす

る。また，個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成のための啓発資料を作成及び配布し，児童・

生徒の客観的な実態把握に基づく計画を，複数の教員で作成できるよう指導の徹底を図る。 

・市立小学校全校の特別支援教室に２０人の特別支援教育専門員を配置する。併せて，特別支援教室

専門員の業務内容を示した手引きを作成し，特別支援教室専門員の業務内容を調整する。 

・特別支援学級担任ハンドブックの他，特別支援教室巡回指導教員ハンドブックを作成及び配布し，

障害種に応じた指導力の向上が図れるよう取り組む。 

・中学校における特別支援教室巡回指導を視野に入れ，市内２校目の情緒障害等通級指導学級の設置

及び七中相談学級の在り方を整理する。 

・就労を視野に入れ，進路指導の実施や進路についての情報提供等の取組の充実を図る。 
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重点プロジェクト名 プロジェクトの方向性 

３ いじめ・不登校・子どもの 

貧困対策 

子どもたち一人一人を大切にする教育の推進 

プロジェクト

概要 

・教育委員会，学校，家庭，地域，社会教育施設などの機関が連携して，いじめ・

不登校などの課題について，実態把握や迅速な対応・体制強化に継続して取り組

み，未然防止や問題解決を図る。 

・徳・知・体の調和のとれた成長を促し，社会を生き抜く力を育むことにより，子

どもの貧困対策に継続的に取り組むことで，全ての子どもたちが夢と希望を持っ

て成長できる社会の実現を目指す。 

関連施策等 施策 1  豊かな心の育成 

施策 2  確かな学力の育成 

施策 3  健やかな体の育成 

施策 5  教職員の資質・能力の向上 

施策 7  個に応じた支援及び指導の充実 

施策 9  協働の学校づくり 

施策 10  青少年の育成 

～現状と課題～ 
昨今，学校教育を取り巻く課題として，いじめが明らかな要因として認められる生徒の

自殺や，子どもの生命・身体の安全が損なわれる事案が全国で発生している。  

また，経済格差の進行により，教育にも格差の再生産や固定化への影響が見られ，子ど

もの将来がその生まれ育った環境によって左右されてしまう，いわゆる貧困の連鎖が社会

問題化している。  

政府の調査によれば，我が国の子どもの貧困の状況が先進国の中でも厳しく，生活保護

世帯の子どもの高等学校等進学率も全体と比較して低い水準となるなど，深刻な状況であ

ることから，平成２６年８月２９日には，子供の貧困対策に関する大綱が閣議決定され，

子どもの貧困対策を総合的に推進することが打ち出された。  

 

【調布市立小・中学校におけるいじめの認知件数等】 
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※平成 26 年度より，文部科

学省はいじめの認知に関す

る考え方を下記のように変

更した。 

 

・どの学校においても，一

定数のいじめが認知され

るのが自然である。 

・初期段階のいじめや，ご

く短期間のうちに解消し

たいじめ事案についても

認知件数に計上する。 

・対人関係のトラブルと捉

えていた事例の中に，い

じめと認知すべきものが

あった可能性を踏まえ慎

重に確認する。 
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国の第２期教育振興基本計画では，こうした状況が一人一人の意欲の減退や社会の不安

定化につながり，東日本大震災により，深刻な状況が一層，顕在化，加速化していると捉

えている。  

いじめや，不登校，貧困など多様な要因から，学校における「学び」に困難を抱える子

どもたちに対し，徳・知・体の調和の取れた成長を促し，生きる力や自立心を育む指導，

一人一人の「個」に応じたさまざまな支援を図ることが求められている。  

未来を担う子どもたちが，家庭の状況や発達の状況等にかかわらず，意欲・能力等に応

じて安心して学ぶことができる教育環境を，関係機関との連携を通じて，これまで以上に

より強力に整備する必要がある。  

 

【調布市立小・中学校における不登校児童・生徒出現率等】      【参考：東京都】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出現率：不登校児童・生徒数÷児童・生徒総数×１００ 

 

～平成２７年度の取組概要～ 

「支える」「つなげる」「生きる力・自立心を育む」取組の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「支える」取組 

○就学支援 

・幼稚園や保育園の保護者や支援者向けに入学前ガイドを作成するとともに，新規採用者研修及び

10年経験者研修において，幼稚園や保育園への実地研修等を可能な限り実施し，就学前教育と

小学校教育との連携の充実に努めた。 

◎つなげる（気づき・情報共有・連携） 

◎生きる力・自立心を育む ◎支える（相談・支援） 

児童・生徒 

保護者・家庭 

学校 

教育委員会 
関係機関  

出

現

率

（

％

）
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・小一問題や中一ギャップを解消するため，幼・保・小連携検討会議を実施し，就学支援シートの

理解促進や様式の改善を図り，１６０件（前年度１３７件）の就学支援シートの提出があった。 

○地域による学習支援 

・地域人材・学校ボランティア等を活用した教育支援，学校支援地域本部による支援を行った。第

五中学校に６校目の学校支援地域本部を設置した。 

・小・中連携推進委員会を実施し，小学校から中学校への円滑な接続が図れるようにした。 

○個に応じた支援 

・特別支援教育の充実を図るために，特別支援教室巡回指導の実施やスクールカウンセラー及びス

クールサポーターを全小・中学校に配置し，当該児童・生徒の不安の解消や課題の解決を図った。 

・不登校児童・生徒に対しての居場所や話し相手を提供することで，児童・生徒の精神的な成長や

回復を目指すメンタルフレンド，テラコヤスイッチを実施した。 

○教育相談の充実 

・来所相談や電話相談，就学相談等により，心理・教育等の専門的な立場から支援を行った。 

・生活指導上の課題を改善するために，ふれあい月間（６月，１１月，２月）における，児童・生

徒に対しての学校生活に関するアンケート調査を実施し，いじめや児童・生徒間のトラブルなど

の状況を把握し対応した。 

・１学期中に，小学校第５学年及び中学校第１学年児童・生徒に対して，スクールカウンセラーに

よる全員面接を実施し，いじめの未然防止につなげる取組とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つなげる」取組 

○スクールソーシャルワーカーの活用による福祉機関の連携 

・教育支援コーディネーター室に３人のスクールソーシャルワーカーを配置して，学校との窓口を

一本化し，事態の改善に努めた。 

・学校だけでは解決が困難である家庭環境に要因がある子どもや親の問題などは，スクールソーシ

ャルワーカーが介入し，課題解決を図った。学校に代わってスクールソーシャルワーカーが相談

を受けることで，学校は子どもの問題に集中して取り組むことができ，状況の改善につながった

ケースがあった。 

○子どもの学習と居場所づくり等の活動を支援するＮＰＯ等との連携 

・調布市学生ボランティアや学校ボランティアを教育支援コーディネーター室に設置し，学級支援

やゲストティーチャーなどで授業補助や学校行事等の充実を図った。また，市内６校に学校支援

地域本部を設置し，地域人材を活用した学習活動の支援や学校行事等の支援，学校環境の整備等

において協力が得られた。 

・東京都教育庁のボランティア団体である人材バンクを積極的に活用するよう学校に周知し，学習

支援や学習補助に活用できた。 

スク ー ル カウ ン セ ラー 相 談 室  
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・授業に遅れがちな子どもや不登校で学校に行くことができず学習に遅れのある子どもに対して，

調布市にある民間のボランティア団体が学習支援の場を設定しているが，その状況を把握すると

ともに，当該団体と情報共有を図りながら，子どもの状況を把握した。 

・調布市社会福祉協議会が進める子ども・若者総合支援事業「ここあ」の取組に，指導室指導主事

が関わり，「ここあ」と中学校との連携を図った。 

○市の福祉部門や子ども家庭支援センター，児童相談所，児童養護施設等の関係機関との連携 

・調布市要保護児童対策地域協議会実務者会議の中で，多摩児童相談所や子ども家庭支援センター，

教育相談所などと要保護児童等の内容について情報共有等を図った。担当者同士が接見して話し

合うことにより，協力体制の意識が高まった。 

・次年度小学校に子どもを就学させる保護者に対して子ども生活部と連携し，保護者向け講演会を 

実施したところ，入学に際して不安が解消されたとの声が伺えた。 

 

「生きる力・自立心を育む」取組 

○学校における学習支援の充実，学習機会の確保 

・算数と数学，英語については，少人数・習熟度別指導を実施する加配教員を配置し，個に応じた

指導体制の充実を図った。 

・小学校低学年の算数では，調布市独自の少人数指導講師を配置することで，個に応じた指導の充

実を図ることができた。 

・小学校高学年の理科では，理科支援員を配置して観察・実験等の支援を行った。 

・調布ベーシック・プランに基づいて，東京ベーシック・ドリル及び調布市ステップアップワーク

等を活用し，学習支援の充実を図った。 

○特別支援教育の充実，適応指導学級・相談学級等の運営 

・通級指導において，「子どもが動く」から「教員が動く」巡回指導体制づくりを構築することが

でき，小学校全校で巡回指導を実施する基盤づくりができた。 

・適応指導教室や相談学級では，小集団での学習・活動等を通じて，子どもたちの自立と集団生活

への適応力を育て，在籍校へ復帰することや高校進学につながった。 

・３年間の文部科学省の研究委託を受けた，「インクルーシブ教育システム構築モデル事業成果発

表会」を実施し，障害のある児童に対し，その実態に応じて提供する合理的配慮の効果的な実践

事例を周知・啓発することができた。 

・東京学芸大学松尾直博准教授研究室との連携による不登校児童・生徒支援プロジェクトのメンタ

ルフレンドやテラコヤスイッチ及び年５回における不登校対策委員会の実施において，不登校児

童・生徒支援個別票の策定を実施することで個に応じた丁寧な対応を進めることができた。 

～組織横断的な連携調整，情報共有の取組について～ 
・幼・保・小連携検討会議は，幼稚園，保育園，小学校及び子ども生活部，子ども発達センターと

の連携を図りながら，小一問題の解消に取り組んだ。 

・調布市立小・中学校全校が，不登校対策員を指名し，不登校児童・生徒の把握及び「新たな不登

校児童・生徒を生まない」取組を推進した。そのために，定期的にすべての学校で不登校対策委

員会を開催した。 

・学校において，重篤ないじめの事案が発生した際の調布市教育委員会の組織体制をまとめた「調

布市教育委員会いじめ防止対策委員会設置要領」の策定を検討した。 

・調布市社会福祉協議会と連携し，不登校生徒の居場所の提供及び学習支援を目的とした「子ども若

者総合支援事業」との連携を図った。 

・特別支援教室巡回指導の推進を図るために，教育相談所と連携し，通級指導学級への入退級の手

続きの合理化を図った。 

・教育相談所及び教育支援コーディネーター室に相談される教員の指導に関する案件については，
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指導室と情報共有し，事態改善のための具体的な行動につなげた。 

・学校から指導室への情報提供された虐待案件については，子ども家庭支援センターを通じて児童

相談所への通報等を行う体制が整備された。 

・毎月，各学校からは，要保護児童等の出欠状況を指導室に報告してもらい，指導室が集約した情

報を更に子ども家庭支援センターへ報告した。 

～今後の方向性（プロジェクトの推進）～ 
○「生きる力・自立心を育む」 

・各学校は，学力向上の取組として，基礎的・基本的な知識・技能の習得及びそれらを活用した思

考力・判断力・表現力等を育成するとともに，主体的に学習に取り組む態度を育成する。特に，

児童・生徒自らが課題を見出し，その解決を図るため，主体的・協働的に学習に取り組むよう，

すべての教員が授業改善を図る。 

・市内全校が，オリンピック・パラリンピック教育推進校として，重点的に育てたい５つの資質・

能力である「ボランティアマインド」，「障害者理解」，「スポーツ志向」，「日本人としての自覚と

誇り」，「豊かな国際感覚」を育成するため，年間３５時間程度，４つのテーマと４つのアクショ

ンを組み合わせた多様な取組を実施する。オリンピック・パラリンピック教育の推進をとおして，

生きる力と自立心を育む教育活動を展開する。また，オリンピック・パラリンピックの気運の醸

成を図る取組を市長部局と連携し，全市的な取組として小学生タグラグビー大会，中学生連合行

事体育大会開催に向けた準備を進める。 

○「つなげる」「支える」 

・いじめ防止対策については，学校いじめ防止対策基本方針を踏まえた「未然防止」，「早期発見」，

「早期対応」を行う。特に，児童・生徒自らが，いじめの撲滅のために主体的に活動する取組を

推進する。そのために，１２月の「いのちと心の教育」月間の「人権週間」のいじめに特化した

取組を充実させる。 

・不登校対策については，不登校対策員を各校に置き，校内での情報共有に努めるとともに，年 5

回，不登校対策委員会を開催して，関係機関等との情報共有と行動連携に努め，不登校の未然防

止，早期解決に努める。 

・教育支援コーディネーター室と学校との連携を深めるために，不登校対策委員会やスクールカウ

ンセラー連絡会，特別支援教育推進委員会，生活指導主任会等に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参加し，情報共有の充実に努める。 
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重点プロジェクト名 プロジェクトの方向性 

４ 学校危機管理の取組 
危機管理体制の構築・リスクマネジメン

トの取組充実 

プロジェクト 

概要 

防災・防犯・疫病・放射能対策など，学校における児童・生徒の危機管理につ

いて，これまで調布市で発生した学校施設のシックハウス問題，食物アレルギー

による事故などの事案を教訓に，学校と教育委員会が一体となり，関係機関と連

携した対策・体制を充実させるとともに，家庭や地域の方々にもご協力をいただ

きながら，迅速かつ適切に取り組む。 

関連施策等 施策 4  安全・安心な学校づくりの推進 

施策 9  協働の学校づくり 

○その他，教育委員会・学校の危機管理，総合防災安全課等との連携の取組 

～現状と課題～ 

○自然災害のリスク 

・自然災害に関しては，東日本大震災の教訓をもとに，教育委員会では，毎年４月の第４土曜

日を調布市防災教育の日とし，子どもたちが「命の尊さ」について考え，自助・共助の大切

さなどを学ぶための防災教育を実施するとともに，保護者をはじめ地域の方々を対象にした

防災に関する公開講座の実施や，学校震災時対応シミュレーション等を基本とした実効的な

防災訓練・避難所開設運営訓練を行っている。今後も，消防・警察など関係機関と相互に連

携・協力しながら，より実効的な訓練となるよう，市・学校・地域が一体となって地域の防

災力を高める取組を行っていく必要がある。 

○学校管理下のリスク 

・学校管理下における事故に関しては，小学校では休憩時間中を中心に，中学校では課外活動

などにおいて，負傷事故（骨折，挫傷，打撲など）が発生しており，学校現場としても事故

防止に苦慮している現状がある。とりわけ，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の死亡事故については，事故を風化させることなく，未然防止・

緊急対応等の取組を継続していく必要がある。 

交通安全に関しては，児童・生徒が交通事故に遭うことがないよう，警察・保護者等の協力

もいただきながら，交通安全教育に取り組んでいる。さらに，学校に不審者が侵入する事件

や，通学路等における児童・生徒に対する声掛け事案，学校周辺における強盗事件の発生等，

子どもたちの安全を脅かす事件も発生しており，大きな社会問題となっている。 

＜調布市立学校における児童・生徒の災害傷病発生状況＞    ＜教育委員会定例会への学校事故等報告件数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管課長 学務課長  髙橋 慎一 
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○各種対策の充実に向けて 

・学校の内外で起きる事件・事故・災害や，新たな感染症等による児童・生徒の被害を最小限に

抑えられるよう，これまでの事故等の教訓を生かして，日頃の生活安全指導や安全教育の充実，

情報共有の徹底を図るなど，学校・教育委員会・保護者・地域・関係機関が一体となり，子ど

もたちの安全の確保を第一に，組織として危機管理に取り組むことが求められている。 

～平成２７年度の取組実績～ 
○学校における事故等への対応 

・学校管理下・管理外における児童・生徒の事故・事件について重要な事案については，教育委員

会定例会において，事故防止対策も含め報告し，情報共有と再発防止に努めた。 

・全国的に事故が頻発している組体操については，児童・生徒の安全確保を最優先とし，実施する際の

配慮事項を定め，学校が教員の指導力や児童・生徒の発達段階を踏まえ，実施を判断するものとした。 

○食物アレルギー対策の推進 

・食に関する検討委員会，医師会との連携会議等により，学校の状況，専門家の意見，保護者の希望

などを踏まえてブルートレイを導入し，効果の検証と対象範囲の拡大等の更なる活用を検討した。 

○安全教育の推進 

・学校危機管理マニュアル等の整備，毎月の避難訓練・安全指導のほか，セーフティ教室により児

童・生徒の発達段階に応じた交通安全指導や不審者対応を実施し，安全教育を深めた。 

○防災教育の日の推進 

・市立小・中学校一斉に防災教育・防災訓練を実施した。新たに初動要員と避難所要員の引継訓練や

学校安全・安心メールを活用した引き渡し訓練等，実災害を想定した訓練を実施することができた。 

○通学路等の安全確保の推進 

・学校・保護者・警察等と通学路の合同点検を実施したほか，通学路撮影用の防犯カメラを各小学

校に１台設置し，子どもの家の普及啓発等，通学路の安全確保に努めた。 

○疫病・放射能汚染・シックハウスに対する取組 

・インフルエンザ等の感染症対策として，児童・生徒への健康指導，欠席状況の把握，地域の流感

情報の収集，保護者への注意喚起・周知等を適時に行い，感染予防に努めた。 

・定期的に，給食食材やプール水等の放射性物質を測定・公表し，安全な学習環境を提供した。 

・調布市立学校における室内化学物質マニュアル等に基づくシックハウス対策及び管理に努めた。 

～組織横断的な連携調整，情報共有の取組について～ 
・食物アレルギー対策については，子ども生活部・福祉健康部との連絡会議を活用し，全庁的な課

題として広く協議・情報共有等を行った。 

・防災教育の日の実施については，教育委員会と市長部局が一体となり，学校・地域・行政が連携

しながら防災意識の向上に努めるともに，実災害に即した防災訓練を実施した。 

・室内化学物質対策推進協議会を開催し，小・中学校におけるシックハウス対策について，学校・

教育委員会・行政・保護者が取組の確認と情報共有を行った。 

～今後の方向性（プロジェクトの推進）～ 
○安全・安心な学校づくりの推進 

・学校危機管理の取組は，学校危機管理マニュアルや震災時対応シミュレーション等を基本として

適切な対応が図られるよう常に体制整備を図るとともに，個別のリスクマネジメント及びクライ

シスマネジメントについては，各マニュアルや対応方針などを遵守し，学校・地域・保護者，警

察・消防・医師等関係機関との連携を図り，適時適切に取り組めるよう，訓練等を通して随時対

応の確認と改善を図っていく。 
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重点プロジェクト名 プロジェクトの方向性 

５ 児童・生徒数の増減に係る 

変化への対応 

安定的な教育活動の推進 

 

プロジェクト

概要 

・児童・生徒数を適切に把握することは，各学校の学級数・学校規模，学区域，施設

整備など地域コミュニティや財政需要とも関わる重要な課題である。 

・市内宅地開発等の動向や文部科学省が示す１学級当たりの児童・生徒数の基準など，

さまざまな増減要因を慎重に調査しつつ，適切な学級・学校規模を想定した対策や

計画的な施設整備に取り組む。 

関連施策等 施策６  魅力ある学校づくりの推進 

施策８  学校施設整備の推進 

○その他，教育委員会の教育人口推計等の取組 

～現状と課題～ 

○児童・生徒数の増加に伴う不足教室への対応 

・調布市の教育人口は，地域や学校ごとに増減の差異はあるが，全体として，中長期的には減少見込 

みである一方，短期的には増加傾向にある。 

・適切な学習環境の確保のために，将来的な児童・生徒数の動向や各学校への特別支援教室の設置等 

を踏まえながら，学校施設の整備を計画的

に行っていく必要がある。 

・普通教室が不足しないよう児童・生徒数の  

動向に注意し，対応する必要がある。 

・学校施設整備の実施については，学校のカ 

リキュラム等に影響があるため，学校との 

調整などを綿密に行い，限られた期間の中 

で効率的に改修を行っていく必要がある。 

・近年の校舎増築工事  

平成２４年度  北ノ台小学校  

平成２５年度  上ノ原小学校  

調和小学校  

第五中学校  

・近年の普通教室整備工事 

平成２５年度  北ノ台小学校 

        深大寺小学校 

平成２６年度  上ノ原小学校  

第五中学校  

平成２７年度  若葉小学校  

・調布市では，中学校学校選択制を実施し 

ているが，不足教室への対応を行ってい  

る中で，中学校学校選択制を利用して， 

入学指定校以外の市立中学校を希望する児童は増加傾向にあり，全ての希望に沿うことが難しい状 

況にある。 

 

 

主管課長 教育総務課施設担当課長  関口 幸司 
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～平成２７年度の取組概要～ 

○教育人口推計の実施 

将来の市立小・中学校の児童・生徒数（教育人口）を推計し，教育行政需要及び一般行政需要に対

応する諸計画の策定に資することを目的として，平成２７年度も向こう５年後までの児童・生徒数及

び学級数を学校別に推計した。 なお，前年度と同様，東京都が作成した「平成２７年度教育人口等

推計資料 学校別推計表」を基準値とし，これに調布市内の大規模集合住宅の新設戸数等を加味して

推計を行った。  

・推計結果の主なポイント 

(1)小学校  全体としては，今後も児童数の増加傾向が続き，平成２７年度から平成３２年度まで 

の５年間で，最大５００人近い増加が見込まれ，学級数は，現行基準で最大１４学級の 

増加が見込まれる。  

(2)中学校  生徒数は，年度毎の増減が予想されているものの，平成３２年度に向けて２５０人を 

超える増加が見込まれる。学級数は，現行基準で６学級の増加を見込むが，国立や都立， 

私立への進学状況等にも大きく影響されることから，今後も慎重に生徒数の推移を見極 

めていく必要がある。 

○児童生徒数の増加に伴う施設整備 

・若葉小学校において視聴覚室を普通教室に改修するなど，不足教室への対応を行った。 

・向こう５年間を対象とした推計では，教育人口の増加傾向が続く結果となったことから，神代中学 

校校舎増築工事基本構想業務委託を発注し，実施設計に向けた検討を行った。 

・学校施設の現状を調査し，普通教室に転用可能な部屋を検討した。 

○中学校学校選択制の実施 

・中学校学校選択制の実施に当たり，対象児童・保護者に対し，制度案内と併せ，中学校全校の学校 

案内（児童向け）を配布し，選択の判断材料に資する情報提供を行った。 

～組織横断的な連携調整，情報共有の取組について～ 

・児童・生徒数の増加に対応するため，学校及び学級編制関連部署と教育人口推計を含めた児童・生

徒数についての情報を共有するとともに，施設使用状況の調査，転用可能な部屋及び工事対象の検

討等を行った。 

～今後の方向性（プロジェクトの推進）～ 

○教育人口推計調査の的確かつ継続的な実施 

引き続き，児童・生徒数を的確に把握するため，学校及び各関係部署と連携するとともに，国や 

都が示す１学級当たりの児童・生徒数の基準を注視しながら，教育人口等の推計を実施する。 

○教育人口の動向を注視した学校施設整備の対応 

教育人口推計調査結果の動向を注視しながら学校施設の現状を調査し，普通教室整備工事及び校 

舎増築を行うなど適切に対応していく。 

○中学校学校選択制の実施 

今後の教育人口推計や各学校の規模等を勘案したうえで，受入予定人数を慎重に検討し，入学指 

定校以外の学校を希望する児童が多い場合にあっても，可能な限り希望に沿うことができるように

努める。また，地域との連携を重視したコミュニティ・スクールの推進に関する国の動向等を注視

するとともに，平成２９年度に学校選択制も制度導入から１０年を迎えることから，地域コミュニ

ティの活性化の視点や，学区域や小・中連携のあり方を含めて制度の検証を行う。 
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重点プロジェクト名 プロジェクトの方向性 

６ 学校施設老朽化・長寿命化への

対応と避難所機能の充実 

計画的な施設の維持保全 

 

プロジェクト

概要 

・市の学校施設は８割が築３０年を経過しており，老朽化している。 

・施設の建替えは財政的な負担が大きいことから，教育環境の変化や地域の実情など

も踏まえつつ，建物の長寿命化の選択肢も視野に入れながら，計画的な整備に努め

る。 

・東日本大震災以降，学校における避難所機能の充実が一層求められており，その充

実を図る。 

関連施策等 施策４  安全・安心な学校づくりの推進 

施策８  学校施設整備の推進 

～現状と課題～ 
○老朽化・長寿命化への対応  

・公共建築物維持保全計画においては，構造躯体の計画更新年数を６５年としているが，学  

校施設の現状は，築４０年以上を経過している施設が約半数を占めている。中でも，築  

４０～４９年の建物は４２棟，築３０～３９年では３２棟と，一斉に更新期を迎えること  

になる。こうした現状を踏まえ，実際の建物の寿命がどの程度なのかを判断し，施設の建  

替えや長寿命化など，中・長期的な計画を策定する必要がある。  

・建築後経過年数（校舎のみ） 

【５０年以上経過】１１／１０１棟 

（若葉小学校） 北東校舎５６年 

 北中央校舎５４年 

 北西校舎５０年 

（第三中学校） 北中央校舎５５年 

 北中央西校舎５４年 

 北西校舎５１年 

（第三小学校） 北西校舎５１年 

（第四中学校） 西校舎５１年 

（八雲台小学校）南西校舎５０年 

（滝坂小学校）北中央校舎５０年 

（緑ヶ丘小学校）西校舎５０年 

 【４０～４９年経過】４２／１０１棟 

  第一小，第二小，富士見台小， 

深大寺小，上ノ原小，石原小，染地小，北ノ台小，多摩川小，杉森小，飛田給小，調布中， 

神代中，第五中，第六中 

・学校施設の整備の実施については，学校のカリキュラム等に影響があるため，学校との調  

整などを綿密に行い，限られた期間の中で効率的に改修を行っていく必要がある。  

〇避難所機能の充実 

・東日本大震災を受け，学校は災害時に地域住民等が応急的に避難する場所としての役割を  

担うため，避難所としての学校施設の重要性が高まっている。  

・避難所としての施設整備に当たっては，教育人口推計や学校の運営状況，施設の利用状況  

50年以上

１１棟

40～49年

４２棟

30～39年

３２棟

20～29年

１棟

10～19年

４棟 0～９年

１１棟

平成２７年度調布市立小・中学校主要校舎の築年数別棟数

主管課長 教育総務課施設担当課長  関口 幸司 
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や管理状況などを十分に考慮するとともに，避難所機能の充実やバリアフリー化などの観  

点を踏まえ，地域の実情や施設の実態調査に基づく計画的な整備を実施していく必要があ  

る。  

・避難所としての機能を充実することによって，学校体育館本来の使い勝手を低下させるこ  

とはできないため，整備内容の検討が必要である。  

～平成２７年度の取組概要～ 
○老朽化・長寿命化への対応  

・修正基本計画に基づき，校舎屋上防水９校，外壁改修４校，受変電設備７校の改修をはじ  

め，当初計画していた老朽化対策の工事は，すべて実施することができた。  

〇避難所機能の充実 

・避難所機能の充実に必要な事項を整理し，だれもが安全・安心に利用することができる施  

設として整備するため，小学校は飛田給小及び国領小の２校において，中学校は神代中及

び第三中の２校において，防災機能整備工事を実施したほか，次年度の整備工事に向けて設計

を実施した。 

～組織横断的な連携調整，情報共有の取組について～ 
○老朽化・長寿命化への対応  

・学校及び工事関連部署等と連携し，学校への早期の情報提供や，工期・工法等の調整によ  

り，教育活動への影響や学校の負担を軽減した。  

〇避難所機能の充実 

・防災関連部署と連携し，充実した避難所機能（マンホールトイレの設置，多目的トイレの設置，非 

常用電源の設置，車椅子用のスロープ整備等）の設置を進め，活用のための訓練について検討を行 

った。 

～今後の方向性（プロジェクトの推進）～ 
○老朽化・長寿命化への対応  

・引き続き，学校及び関連部署と連携しながら，施設の劣化状況を把握し，修正基本計画に基づき， 

特に屋上防水，受変電設備等，損傷した場合，学校運営に大きな影響を及ぼすものについて，適切

に予防保全していく。 

・耐久性に関する現状把握を行うため，構造体の耐久性調査を実施し，（仮称）公共施設等総合管理 

計画とも整合を図りながら，平成２９年度に長寿命化等施設整備方針を策定し，実効的な老朽化対 

応を行っていく。平成２８年度は，劣化の目立つ校舎を有する学校２校について，調査を予定して 

いる。 

・緊急に修繕が必要となった場合には，速やかに応急処置を行うとともに，原因等を調査し的確な改 

修に努める。 

〇避難所機能の充実 

・熊本地震の教訓を踏まえて，学校が避難所となることの再認識とともに，避難所としての課題を把 

握する必要がある。 

・引き続き，防災関連部署と連携し，避難所としてだれもが安全・安心に利用することができるよう

施設を整備し，避難所機能の充実を進める。 

・毎年小・中学校各２校ずつ整備する。体育館改修工事を実施する際にも避難所機能に配慮するなど，

早期の整備完了を目指す。 
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重点プロジェクト名 プロジェクトの方向性 

７ 生涯学習・社会教育の振興 
社会動向に即した生涯学習・社会教育事業の展開 

プロジェクト

概要 

・国の第２期教育振興基本計画では，今後の教育行政の４つの基本的方向性として，

社会を生き抜く力の養成，未来への飛躍を実現する人材の養成，学びのセーフティ

ネットの構築，絆づくりと活力あるコミュニティの形成を掲げている。このような

今日的・社会的な動向を踏まえ，市の生涯学習・社会教育について，事業展開や施

設整備，体制などのあり方についての見直しを検討する。 

関連施策等 施策 11  学習機会の提供・学習活動の支援 

施策 12  歴史・文化遺産の保全と活用の推進 

～現状と課題～ 
○「絆」の大切さの再認識  

・都市化の進展やライフスタイルの変化に伴い，人と人のつながりが希薄になる中，少子高齢化

の進行や，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により，これまで以上に人と人との

つながりや，地域の「絆」の大切さが再認識されるようになった。  

・こうした社会状況の変化のもと，いま，より豊かで充実した生活を送るために市民と一緒につ

くる，地域を担う市民を育てる社会教育の大切さを再認識することや，生涯にわたって学習機

会が提供され，学習の成果を地域に生かし，互いに学び合うことでコミュニティの形成につな

げる生涯学習社会の実現が求められている。  

○計画の着実な推進  

・生涯学習振興プランや社会教育計画を定め，取組を着実に進めながら，新たな社会状況に柔軟

に対応する生涯学習・社会教育事業を推進していく必要がある。  

 

  

   

                                                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

○生涯学習施策と社会教育施策の推進 

・様々な学習機会を求める声や，講座やイベント情報などのサービスの充実及び情報の一元化など，生 

涯学習に取り組む市民のニーズに対応するとともに，社会教育団体が望む「学習内容の公開・発表， 

講座の開催」などをより効果的に実践できる環境づくりが求められている。 

 

▲調布市生涯学習振興プラン 

 （平成２５～３４年度） 

▲調布市社会教育計画 

（平成２５～３４年度） 

○ ライフステージや意欲・能力等に

応じた学習機会の提供・学習活動

の支援 

○ 社会的に困難を抱える子ども・若

者たちへの世代を超えた支援 

○  自助・共助・互助・協働のまちづ

くりの推進 

○  学校教育との連携・家庭教育への

支援 

事業推進の ４つの ポイント  

主管課長 社会教育課長  市瀬 秀 
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○施設整備や事業展開，体制などの見直し 

・今日的・社会的な動向を踏まえ，市の生涯学習・社会教育について，事業展開や施設整備，体制等の在

り方について見直しを検討するなど，施策の効率的な連携に向けた調整を図る必要がある。 

・施設については利用者の視点を踏まえた効果的・効率的な運営や計画的な整備を進めていく必要がある。 

～平成２７年度の取組概要～ 

○ライフステージ等に応じた，市民が学習する機会・場の提供と，活動に対する支援の充実 

・図書館においては，資料の見方・使い方の理解や生活の問題を解決するきっかけとなるセミナーの開催や，

本の利用が増加する働きかけとしての，地元ＦＣ東京の選手がすすめる本を紹介した冊子の作成・配布，絵

本や布の絵本の浸透に向けた講演会・展示や幼児向けのおはなし会の実施，マルチメディアＤＡＩＳＹの新

たな製作ソフト導入などを通じて，市民の読書・調査活動への支援を行った。また，読書会への指導員派遣

やテキストの貸出，市民団体との共催も含めた講演会の開催等を通じて活動への支援を行った。 

・公民館においては，学習の成果を地域に発信・還元し，地域との交流をより深化させる目的で地域文化

祭を開催した結果，会員の増加したサークルもあり，活動の活性化につなげることができた。また，利

用者懇談会や利用団体連絡会を通じて，団体間の情報交換や交流を図るとともに，各団体が抱える運営

上の課題等を共有し助言や指導を行うことで，活動の支援をすることができた。 

・学習グループや社会教育関係団体が，多様な学びの機会をもち成果発表ができるように助成するととも

に，地域住民の心身の健全な発達を目的に，学校施設を開放し，活動の場を確保・支援した。 

○社会的に困難を抱える子ども・若者たちへの世代を超えた支援  

・様々な状況・世代の障害を抱える児童・若者たちに，多様な体験活動や日常とは異なる参加の場を提供

すること等により，他者との関わり方，社会性，身体能力等を養うことができた。 

・障害を抱える幼児・児童を対象に，絵本・布の絵本の読み聞かせやブックトークを実施することにより，

お話の世界を楽しんでもらうとともに団体貸出も行い，布の絵本の存在が少しずつ浸透した。 

○文化財・地域ゆかりの歴史・文化遺産の保存と活用及び連携事業の推進 

・市制施行６０周年記念事業等を含め，展示・教育普及事業等を実施し，郷土の歴史・文化遺産の活用に

取り組むとともに，深大寺ＡＲアプリを拡充し，普及啓発，情報発信に努めた。 

・学校教育連携事業や市内公共施設との連携事業に加え，全国の関連文学館や美術館との交流をさらに推

進した結果，実篤公園と実篤記念館を合わせた利用者は過去最多を記録した。 

～組織横断的な連携調整，情報共有の取組について～ 

・今日的・社会的な動向を踏まえ，市の生涯学習・社会教育について，施策の効率的な連携に向けた調 

整を進めていく目的で，生涯学習交流推進課と定期的に意見交換・打合せを行った。 

・仙川地区の社会教育施設である実篤記念館，東部公民館，図書館若葉分館が，東部児童館，東部保育園，

仙川保育園，せんがわ劇場，地域包括支援センター等の市長部局の施設と，実篤記念館３０周年，市制

施行６０周年を記念したスタンプラリー事業を連携して実施した。 

～今後の方向性（プロジェクトの推進）～ 

○市民・地域との連携 

・自助・共助・互助・協働のまちづくりをより一層推進させるため，生涯学習・社会教育の施策の効果的・

効率的な連携に向け，市長部局との定期的な意見交換・検討を重ねるとともに，社会教育課と公民館 3

館組織のあり方についても検討し，見直しを図っていく。 

・家庭教育の支援の充実を図るなかで，貧困により学びに困難を抱える子ども・若者たちへの支援を，

障害を抱える子ども・若者たちへの支援と合わせ検討していく。 
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