
施策振返りシート

施策 2 確かな学力の育成 施策主管
課長

指導室長
神谷　出

事業
番号

主要事業名 目標達成度

Ｂ 見直し(手法等)

事業展開

7 ＩＣＴ機器の活用推進

少人数学習指導・習熟度別指導の推進8

Ｃ 見直し(手法等)

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　学習指導要領に沿った適正な教育課程を実施し，児童・生徒の確かな学力の育成を図ることで，社会の変化
に対応できる生きる力を身に付ける。

２　背景（ＰＬＡＮ）
　経済や社会のグローバル化が一層進展し，国際的な企業間競争の激化や，多国間の連携，国内外の人々との
交流機会の増加など，多くの分野で国境を越えた活動が行われている。
　また，情報化の急速な進展に伴う，インターネットや携帯電話をはじめとしたコミュニケーションの変容，
産業構造の変化に伴う雇用形態の多様化や経済状況の悪化など，社会を取り巻く環境は大きく変化している。
　このような社会の変化に対応し，子どもたちが生きる力を身に付けていくためには，基礎的・基本的な知
識・技能の習得とともに，これらを活用した思考力・判断力・表現力の育成を図ることで，豊かな学力を育成
していく必要がある。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○国際教育の推進
・全小・中学校に配置した外国人英語指導講師を活用し，工夫した授業を行い，ネイティブスピーカーの発音やより自然な
　表現に慣れるとともに，英語や外国文化への興味関心を高めることができた。
○ＩＣＴ機器の活用推進
・特別支援学級でのタブレット型情報端末機器の活用や，小学校外国語活動等の授業での電子黒板等の活用により，児童の
　興味・関心を高め，学習意欲の向上等の効果が得られた。
○少人数学習指導・習熟度別指導の推進
・少人数指導講師を配置し，低学年の算数を中心とした個に応じた指導を行うことにより，児童の学習への取組や自らの考
　えを表現する方法に伸長が見られた。また，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の計画的な活用を
　図り，児童・生徒の学習習慣の定着を図ることができた。
○理数教育の推進
・算数少人数指導講師及び理科支援員の配置により，低学年の算数指導では，児童の状況に応じたきめ細やかな指導を行う
　ことができた。また，理科の授業環境の整備や実験補助等行い，より円滑な授業展開を行うことができた。
・都の学力調査で，特に小・中学校算数・数学，理科の観点別の平均正答率が全１４観点中１３観点で都の平均正答率を上
　回り，学力の向上が図られた。
○学校図書館の活用の推進
・市立小・中学校全校に学校図書館専門嘱託員を配置するとともに，学校図書館専門嘱託員を対象とした研修を実施した。
　また，学校図書館運営連絡協議会を開催し，図書館運営に資する情報提供と情報交換を図った。学校図書館の活用の推進
　を通じて，児童・生徒の学習活動や読書活動の定着が図られた。
○国際教育，少人数学習指導・習熟度別指導等の推進を通じて，確かな学力の育成を図り社会の変化に対応できる生きる力
　を身に付けさせることができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○国際教育の推進
・現状の外国人英語指導講師の配置を維持しながら，授業力の向上を図り，授業の改善に努める。また，英語教育が平成32
　年度に小学校第３・４学年まで拡充されることを踏まえ，指導内容等の検討を行う。
○ＩＣＴ機器の活用推進
・全ての特別支援学級（固定学級）におけるタブレット型の情報端末機器の配備や東京都公立小・中学校ＩＣＴ教育環境整
　備支援事業の対象校（３校）における研究成果等の検証を行うとともに，国や他の自治体の動向を注視し，ＩＣＴ機器の
　活用推進の施策に反映させる。
○少人数学習指導・習熟度別指導の推進
・各学校における東京方式少人数・習熟度別指導ガイドラインの進行管理を行うとともに，少人数・習熟度別指導校内推進
　計画を作成し，指導の充実を図る。
○理数教育の推進
・理科教育推進教員を活用し，効果的なＯＪＴによる研修を推進するとともに，さらなる研修の機会を増やし，数学のステ
　ップアップワークを新たに改訂・編集する。また，調布市ステップアップワークについて，東京ベーシックドリルとの活
　用実態を調査し，効果的な活用に向けて検討する。
○学校図書館の活用の推進
・新たに司書教諭と学校図書館専門嘱託員合同で学校図書館運営連絡協議会を設置し，学校図書館を効果的に運営するため
　の推進体制の構築を図る。各校での取組事例を紹介し，学校図書館専門嘱託員の資質，能力の向上を図る。

6 国際教育の推進 Ｃ 見直し(手法等)

10 学校図書館の活用の推進 Ａ 拡充

9 理数教育の推進 Ｂ 見直し(手法等)
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

国際教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○現状の外国人英語指導講師の配置を維持しながら，より円滑な連携による授業力の
　向上を引き続き目指す。
○小学校の外国語活動推進委員会において，平成２７年度に作成された実践事例集の
　活用を通して，指導内容や方法の充実及び教員の授業力の向上を図る。
○英語教育が平成３２年度に小学校３・４年生まで拡充されることを踏まえ，文部科
　学省及び東京都教育委員会の方針を受けながら，小学校外国語活動推進委員会を中
　心に授業内容や方法の改善について検討する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＣ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○外国人英語指導講師を効果的に活用した授業が見られた一方，連携について課題があると感じる担当教員が
　３０％いる。特に，年度途中の外国人英語指導講師の交代に伴う負担や打ち合わせの時間の確保の問題につ
　いて，解決を図りながら授業を進められるよう，より効果的な連携のあり方について，検討する必要がある。
○次期学習指導要領に向けた中学校英語の指導内容，指導方法の検討並びに，小学校５・６年生の外国語活動
　の教科化，小学校３・４年生の外国語活動の拡充に対応した指導内容，指導方法の検討が必要である。

6

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　外国人英語指導講師（ＡＥＴ）を活用した授業の実施など，英語及び外国語活動の充実を通して，児童・生徒
の国際感覚を養い，豊かなコミュニケーション能力の育成を図ることで，国際社会において主体的に行動できる
力の養成を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○外国人英語指導講師の配置
・全小学校に，５・６年生１クラスあたり，年間３０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，年間３３時間実施できるよう，外国人英語指導講師を配置した。
○外国語活動推進委員会の実施
・小学校の外国語活動担当の教員を対象に，外国語活動推進委員会を年４回実施し，外国語活動教材
　「Hi,friends!」を活用した効果的な指導について検討した。
・中学校の英語科教員を対象にＡＥＴ運営委員会を１回実施し，外国人英語指導講師との効果的な連携の仕方に
　ついて検討・確認をした。

・小学校の外国語活動推進委員会において，外国語活動教材「Hi,friends!」を効果的に活用した指導の実践事例
　集を作成した。
・中学校のＡＥＴ運営委員会において，各中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。
・アンケートや委員会において，各学校がＡＥＴを活用し工夫した授業を行うことで，英語によるスピーチとそ
　の原稿作成，アクティビティを充実させたり，児童・生徒の英語や外国文化への興味関心を高めたりできたと
　いう結果が得られた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業主管課 指導室
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

ＩＣＴ機器の活用推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

・特別支援学級（固定学級）において，教員の指導力向上のためのＩＣＴを活用した
　研修を実施する。また，児童・生徒の障害の特性に対応した効果的なアプリケーシ
　ョンを選定して指導効果を検証する。
・東京都公立小中学校ＩＣＴ教育環境整備支援事業対象校における研究結果をもと
　に，通常の学級におけるタブレット型端末を活用した研究成果を市内小・中学校で
　共有する。
・国及び他の区市町村等のＩＣＴ教育の動向や研究結果を注視するとともに，通常の
　学級でタブレット型端末を活用した授業を展開できるよう，導入時期や活用方法に
　ついて現在のパソコン教室のあり方を含め検証する。
・平成２８年度に情報教育推進委員会を発足させ，各校の担当がＩＣＴ活用について
　協議して，各校におけるＩＣＴ活用能力及び指導する能力の向上を図る。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＣ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
・特別支援学級での取組を促進し，より多くの児童・生徒の障害の特性に対応した，タブレット型情報端末機器
　を活用した指導を実施できるようにする必要がある。
・ＩＣＴを活用する目的・目標を明確にするとともに，教員が授業中にＩＣＴを活用する能力及び，教員が児
　童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能力をさらに向上させ，児童・生徒への学習の効果を検証する必要がある。

7

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　経済や社会の急速な情報化の進展に伴い，小・中学校の授業で使用するＩＣＴ機器等の環境整備を行い活用す
ることで，児童・生徒の学習意欲の向上や情報教育の充実を図る。
・ＩＣＴ機器の活用を促進し，効果的な指導の実現を図る。
・タブレット型情報端末機器の活用の効果を検証し，より効果的な活用及び指導方法等の充実を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○国の委託事業であるインクルーシブ教育システム構築モデル事業（平成２５～２７年度）において，情緒障害
　等通級指導学級におけるタブレット型端末を活用した学習効果の検証及び実践発表をした。（調和小学校のが
　わ学級）
○全ての特別支援学級（固定学級）にタブレット型の端末を配備し，児童・生徒のニーズに合わせた情報端末機
　器を活用した指導を実施した。
○小・中学校の通常の学級において，各教科で電子黒板やプロジェクター等を活用した授業を積極的に行った。
　また，中学校において，教育用デジタルカメラと電子黒板とを接続して活用し，将来のタブレット端末の活用
　に活かすことができる授業研究を実施した。

○情緒障害等通級指導学級での研究実践において，対象児童の書字に関する課題が改善される効果が得られた。
○特別支援学級（固定学級）において，児童・生徒の学習の様子を撮影して即時評価をしたり，視覚支援の教材として活用
　したりすることで，児童・生徒の学習効果が高められた。
○指導主事が電子黒板による教材提示で効果的な活用をしている学校を訪問し調査することで，将来のタブレット端末を使
　った授業改善への課題点を整理することができた。
○「教員が授業中にＩＣＴを活用する能力」が64.7％，「教員が児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能力」が56.3％であ
　り，平成２６年度の教員のＩＣＴ活用指導力の状況調査より向上が見られた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業主管課 指導室
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 少人数学習指導・習熟度別

指導の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○東京方式少人数・習熟度別指導ガイドラインを踏まえた，全小・中学校のさらなる
　組織体制の構築と計画に沿った運用
・各学校における少人数・習熟度別指導の進行管理を行うため，定期的に指導主事等
　による授業観察を実施する。
・中学校数学において，単元ごとの習熟度別単元指導計画の作成を，平成２９年３月
　までに各学校に作成するよう指導する。
○少人数指導講師の資質・能力の向上のための研修会の設定
・市内で教員を対象に行われる算数の授業研究会等に参加し，指導力の向上を図る。
○年２回の調布市ステップアップワーク問題作成活用委員会を開催し，調布市ステ
　ップアップワークの作成・活用についての検討・協議を行う。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＢ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○東京方式少人数・習熟度別指導ガイドラインを踏まえた，全小・中学校のさらなる組織体制の構築と計画に
　沿った運用
○少人数指導講師の資質・能力の向上
〇小・中学校の東京ベーシックドリルの計画的な活用に伴う調布市ステップアップワークの取組について見直
　しを図る。

8

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○東京方式少人数・習熟度別指導ガイドライン等に基づいた組織的な指導体制の充実を図るとともに，授業改善
　推進プランや調布市ベーシック・プランを踏まえ，東京べーシック・ドリル及び調布市ステップアップワーク
　の活用を推進し，一人一人の児童・生徒の個や習熟の程度に応じた指導の充実を図る。
○小学校低学年の算数には，市独自採用の少人数指導講師を配置し，個々の状況に応じた丁寧な指導を行う。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○少人数指導講師の配置（全小学校各１人）及び次年度の任用に向けて，勤務状況調査や本人の希望調査を行
　い，適切な採用事務に努めた。
○少人数・習熟度別指導連絡会（年３回）を実施するとともに，指導主事による授業視察等を行い，推進体制の
　構築を図った。
○調布市ステップアップワークの改訂及び配布
・ステップアップワーク問題作成活用委員会（年２回）を実施し，小学校全学年の国語と算数，中学校は第１学
　年で一次方程式，作図及び数量関係，第２学年で連立二次方程式，図形の証明，第３学年で二次方程式と図形
　の証明を作成・配布した。
○授業改善推進プラン及び調布市ベーシック・プラン作成・評価のための学力調査の実施
・全国学力学習状況調査（小学校第６学年，中学校第３学年），東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調
　査」（小学校第５学年，中学校第２学年），調布市学力調査（中学校第１学年）の実施
○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習熟度別指導において活用し，児童・生徒のつ
　まずきに応じた立ち戻る指導を行った。

○少人数指導講師を配置し，低学年の算数を中心とした個に応じた指導を行うことにより，学習規律の定着とと
　もに，自らの考えを表現する方法に伸長が見られ，学力の伸長に結びつけることができた。
○基礎学力を身に付けさせるための調布市ベーシック・プランを各学校が作成し，特に，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の計画的な活用を図り，児童・生徒の学習習慣の定着を図ることができ
　た。
○各校が学力調査を分析し，課題を抽出することで，具体的な授業改善方法を立案した授業改善推進プランを作
　成することができた。プラン取組後，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することが
　できた。平成２８年３月には授業改善推進プランの検証を実施し，次年度の改善につなげた。
○年３回の少人数・習熟度別指導連絡会を実施したことで，各学校の校内推進体制の構築が図られた。
○算数習熟度別指導の効果を検証するために，全小学校第６学年児童対象に，アンケート調査を実施し，習熟度
　別指導が好き又はどちらかと言えば好きと回答した児童は86.6％であった。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業主管課 指導室
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

理数教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

・中学校において平成28年度から使用している教科書の採択を踏まえ，中学校数学
　科におけるステップアップワークを新たに改訂・編集する。
・小・中学校の東京ベーシックドリルやステップアップワーク活用実態調査を行い，
　効果的な活用をしている学校の取組事例を他校へ紹介するなどし，調布市の学力向
　上施策に反映させる。
・「理科離れ」への歯止め，「算数ぎらい」の解消に向け，理数教育の楽しさを実感
　できる授業を実践する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＢ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
・都の学力調査では，算数（数学）及び理科の都の平均正答率を超え，概ね高い水準となっているが，中学校理
　科における「読み解く力」の「知識・理解」が都の平均をやや下回っており，授業改善や東京ベーシックドリ
　ルの効果的な活用を検討する必要がある。
・小・中学校におけるステップアップワークの効果的な活用方法について，検討する必要がある。

9

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○算数・数学及び理科の授業改善を図る指導体制の整備
・小学校低学年の算数では，調布市独自採用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。
・小学校高学年の理科で，理科支援員を配置し，授業環境整備や観察・実験等の支援を行う。
・市内小学校第５・６学年の理科に興味・関心をもつ児童を対象に，科学センターのセンター員を募集し，化
　学・物理・地学等に関わる講座の受講を通じて，感受性豊かな心と探究する心を育成するなど，理科教育の
　充実を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○少人数指導講師及び理科支援員を全小学校に配置
○科学センターでは１４講座を実施。うち２講座では現地学習（富士・箱根，国立科学博物館）を実施。
○算数・数学のステップアップワーク問題作成活用委員会を開催（２回）
〇小学校において，平成２７年度から使用する教科書に対応したステップアップワークの構成及び問題の内容
　を検討し，編集することができた。

・少人数指導講師を配置したことにより，低学年の算数指導において，児童の状況に応じたきめ細やかな指導を
　行うなど，指導を充実させることができた。
・理科支援員を配置し，授業環境の整備や実験補助等を行うことで，授業に関する環境の改善や実験等を安全に
　実施できるなど，より円滑な授業展開を行うことができた。
・都の学力調査で，小・中学校算数・数学，理科の観点別平均正答率が合計１４観点中１３観点で都の平均正答
　率を上回った。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業主管課 指導室
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確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○各学校の学校図書館運営体制の整備
○学校図書館専門嘱託員の資質・能力の向上及び司書教諭（図書主任）との連携
〇各学校の学級数の違いから生まれる学校図書館専門嘱託員の勤務内容の見直し

10

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○各学校に学校図書館専門嘱託員を配置することで，図書の購入，点検，整理等を行うとともに，本の貸出，レ
　ファレンスサービス，本の読み聞かせを行い，学校図書館における学習活動や読書活動の支援を行う。
○学校図書館専門嘱託員には，資質・能力の向上を図るための研修を実施する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○学校図書館専門嘱託員の配置と研修の実施
・市立小・中学校全校に学校図書館専門嘱託員の配置２９人（上ノ原小学校は２人体制）
・学校図書館専門嘱託員を対象とした研修会の実施（年５回）
・学校図書館専門嘱託員の調小研学校図書館部会への参加（年１０回）
○学校図書館支援センター機能の充実
・学校図書館専門嘱託員連絡会を開催し，図書館運営に資する情報提供と情報交換の実施（年５回）及び小・
　中学校全校における学校図書標準（蔵書数等）を達成するための整備についての指導
○公立図書館と連携したレファレンス等の実施（調べ学習の支援2,518冊，小学校第３学年対象の読書の動機
　づけ等）
○学校図書館専門嘱託員と司書教諭との連携による読書活用の推進（全校共通図書推薦リスト作成，本の紹介）

・学校図書館専門嘱託員の６時間勤務校が増えたことにより，児童の読書指導・学習指導が充実し，1日当たり
　の平均図書貸出数が増えた。小学校58.8冊（前年54.3冊），中学校11.3冊（前年10.9冊）
・公立図書館から調べ学習図書を借用したことで，児童・生徒の学習活動を支援することができた。
・学校図書館専門嘱託員と教員との情報共有化等の連携により，小学校の授業展開で図書室利用が増えた。
　年間平均４５８回（前年４５３回）
・年５回の学校図書館専門嘱託員連絡会を開催し，円滑な学校図書館運営が実施できた。
・小・中学校全校において，蔵書数が学校図書標準を上回った。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

○各学校の学校図書館運営体制の整備
・新たに，司書教諭と学校図書館専門嘱託員合同の，学校図書館運営連絡協議会を年
　５回実施し，学校図書館を効果的に運営するための推進体制の構築を図る。また，
　学校図書館全体計画（仮称）を作成する。
○学校図書館専門嘱託員の資質・能力の向上及び司書教諭（図書主任）との連携
・学校図書館運営連絡協議会で，各学校で効果的に取り組んでいる事例を紹介し，情
　報を共有する場を設ける。
〇学校図書館専門嘱託員の配置基準の見直し
・２０学級以上の学校に週３０時間，３０学級以上の学校に週４０時間配置する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

学校図書館の活用の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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