
11 体力向上への支援 B

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　健康の保持増進，体力の向上や規則正しい食習慣の定着等への取組を通じて，生きる力の
柱となる健やかな体の育成を進める。

事業展開目標達成度
事業
番号

主要事業名

２　背景（ＰＬＡＮ）
　子どもの体力・運動能力は，昭和６０年ごろをピークに低下傾向が続いている。体力は，人間のあらゆる活
動の源であり，健康な生活を営む上で，また物事に取り組む意欲や気力といった精神面の充実にも深く関わっ
ており，人間の健全な発達・成長を支え，より豊かで充実した生活を送る上で大変重要なものである。
　子どもの時期に活発な身体活動を行うことは，成長・発達に必要な体力を高めることはもとより，運動・ス
ポーツに親しむ身体的能力の基礎を養い，病気から身体を守る体力を強化し，より健康な状態をつくっていく
ことにつながる。
　近年，偏った栄養摂取，朝食欠食といった食生活の乱れや，肥満・痩身傾向など，子どもたちの健康を取り
巻く問題が深刻化している。「よく食べ，よく動き，よく眠る」（調和のとれた食事，適切な運動，十分な休
養・睡眠）という健康３原則を踏まえた基本的な生活習慣を身に付け，子どもの心と身体と知性がバランスよ
く成長・発達するよう見守り，育て，働きかけていくことが必要とされている。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

拡充

施策振返りシート

施策 3 健やかな体の育成 施策主管
課長

指導室長
神谷　出

○体力向上への支援
・体力向上推進委員会において，投力や持久力向上のための効果的な取組を共有する。コオーディネーション
　トレーニング研究開発校やスーパーアクティブスクール指定校の実践を各校へ伝達する。「一校一取組」，
　「一学級一実践」を一層推進する。中学校「東京駅伝」のため，ベストメンバーの確保及び練習体制の整備
　・充実を進める。
○オリンピック・パラリンピック教育の推進
・オリンピック・パラリンピック教育全体計画を全小・中学校で作成・推進し，気運の醸成を図る。
・オリンピック・パラリンピック教育重点校である第七中学校の取組や，日本伝統文化に関する推進校として
　北ノ台小学校の取組等をリーフレットにまとめ作成・配布する。
○学校における食育の推進
・学校給食を生きた教材として活用し，小・中学校の学習活動や家庭・地域との連携において，食に関する基
　本的な知識や食習慣の指導を行うとともに，地場農産物の給食使用等について，学校と市内農家で連携して
　引き続き組織的に取り組む。
・教育委員会主催の食育推進事業を進めていく。

12 オリンピック教育の推進 A 拡充

13 学校における食育の推進

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○体力向上への支援
・体力向上推進委員会を年３回実施し，体育授業の改善を図った。
・平成２７年度体力テストの結果，走力と柔軟性について都の平均値及び昨年度の値より上回った。
・中学生「東京駅伝」大会に参加し，同じ目標に向かって努力する生徒の育成につながった。また，子供の体
　力向上推進優秀校として，調布市立学校から2校（北ノ台小学校及び第三中学校）が都教委より表彰を受け
　た。
○オリンピック教育の推進
・市立全小・中学校がオリンピック・パラリンピック教育推進校となり，４つのテーマを軸に国際理解教育や
　オリンピアン・パラリンピアンとの交流などの取組を行った。
・「オリンピック・パラリンピック教育」をテーマに調布市教育シンポジウムを開催し，講師として市内在住
　で２０１２年ロンドンパラリンピックボッチャ競技代表選手の秋元妙美氏を招いた。
○学校における食育の推進
・市立全小・中学校で，食に関する指導の全体計画と年間指導計画作成，計画に基づく指導等の取組を実施
　し，食育の推進を実施することができた。
・親子料理教室を実施して，意識啓発を行うなど食育の推進を図ることができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

B 見直し(手法等)
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健やかな体の育成

主要事業評価シート

3

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○小・中学校男子の投力は，市内全体での下降傾向及び都の平均も下回る傾向。持久力については，一部の学年で
　回復傾向も見られるが，全体的に下降傾向。
○めあてを明確に提示し，運動量を確保した体育の授業改善を推進する。
〇東京都の施策「アクティブプランｔｏ２０２０」を踏まえた，「投げる力」の強化

11

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○年間指導計画の改善や授業改善推進プランの活用を推進し，コオーディネーショントレーニングを推進するな
　ど，運動能力向上のための体育授業の充実を図る。
○市内小・中学校の児童・生徒を対象とした東京都体力テストの結果を分析し，課題を明確にした上で，「一校
　一取組，一学級一実践」運動の推奨など，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
　上に努める。

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
○児童・生徒の体力の現状を把握し，体力の向上を図ることを目的とする体力向上推進委員会を年３回実施。第
　１回は自校の体力テストの結果から，課題改善策について協議会形式で行った。第２回は，ＪＡＣＯＴ（コオ
　ーディネーショントレーニング協会）の講師による実技伝達研修会を実施した。第3回は，体育授業の改善を
　目的とした研究授業を実施した。
○調布市立小・中学校における「一校一取組・一学級一実践」を実施した。

○平成27年度体力テストの結果，走力と柔軟性について都の平均値及び昨年度の値より上回っている状況に
　あり，成果として挙げられる。
○東京都から子供の体力向上推進優秀校として，調布市立学校から北ノ台小及び第三中学校の２校が選ばれた。
○北ノ台小学校では，昨年度の体力調査の結果から，取組の実施期間を一定期間から一年間を通して継続した
　ものに改善した。また，中休みや昼休み等の休み時間だけではなく，体育の授業時にサーキットトレーニン
　グを実施したり，中休みの３分間半に短縄跳びを実施したりして，児童が運動の楽しさを実感し，苦手意識
　を解消することを目指した。その結果，体力調査における総合評価のＡ層・Ｂ層の割合は55.0％，体力合計
　の標準偏差は8.67といずれも東京都及び調布市の数値を上回り，顕著な成果が見られた。
○第三中学校では，基礎体力が向上する体育の授業の内容・指導方法の改善に努めた。特に，体育の授業で，
　ボールを投げる場面を多く作り，敏捷性を鍛えるトレーニングを多く取り入れた。トレーニング器具（フォ
　ームロケット・スラックライン・バランスボール・バランスディスク）を使った体験を実施したり，映像を
　使ったトレーニングを実施したりした。平成27年度の体力調査における総合評価のＡ層・Ｂ層の割合は
　57.8％，体力合計の標準偏差は9.63といずれも東京都及び調布市の数値を上回り，顕著な成果が見られた。
〇中学生「東京駅伝」大会の参加に向けて，市内公立中学校から選手を募り，チーム調布を結成し，練習会や
　選考会，団結式を実施し，調布市の代表としての誇りを持つとともに，仲間と励まし合いながら同じ目標に
　向かって努力する生徒の育成につながった。

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％】

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％】

○体力向上推進委員会において，投力や持久力向上のためのよい取組の情報共有
○体力向上に向けて，「一校一取組，一学級一実践」を一層推進する。
○授業のめあてを明確に提示し，授業における指示の出し方を工夫し，運動量を確保
　するとともに効率よく体を動かす授業改善を実施する。
○コオーディネーショントレーニング研究開発校の推進担当教員による，市内の小・
　中学校に出前講座の実施，コオーディネーショントレーニングの啓発活動
○スーパーアクティブスクール指定校の研究の充実及び課題解決策を各学校へ伝達
○中学校「東京駅伝」のメンバー選出対象を私立中学校にも広げ，ベストメンバーの
　確保及び練習体制の整備・充実

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．

体力向上への支援

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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健やかな体の育成

主要事業評価シート

3

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○全小・中学校が，オリンピック・パラリンピック教育で身に付けさせたい力を明確にし，年間を通じた意図
　的・計画的な教育活動を推進していく。
○オリンピック・パラリンピックに向けての気運の醸成を図る。
○各学校の取組の成果を発表する機会を設ける。

12

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○オリンピック・パラリンピックの歴史，意義，理念，参加国の文化や歴史等の学習の推進を通して，児童・生
　徒の国際理解を深める。
○２０２０年東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることが決定し，東京スタジアムをはじめ多摩地
　区も競技会場となっていることを生かすとともに，オリンピアン，パラリンピアンとの直接的な交流を通し
　て，児童・生徒の運動やスポーツへの関心や親しみを一層高める。

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
○市立全小・中学校がオリンピック・パラリンピック教育推進校となり，４つのテーマを軸に国際理解教育やオ
　リンピアン・パラリンピアンとの交流などの取組を行った。
○緑ヶ丘小学校・第六中学校が，東京都教育委員会が指定するオリンピック・パラリンピック教育開発校とな
　り，実践成果を発表した。
○第七中学校がコオディネーショントレーニング実践校となり，市内の各小・中学校に普及・啓発を行った。
○調布市教育シンポジウムをオリンピック・パラリンピック教育についてのテーマで開催し，講師として市内在
　住で２０１２年ロンドンパラリンピックボッチャ競技代表選手の秋元妙美氏を招いた。

・体育科及び運動部活動において，コオディネーショントレーニングを取り入れたことにより，児童・生徒が意
　欲的に運動に取り組めるようになった。
・各教科等において，オリンピック・パラリンピックの歴史や意義を考えたり，国際理解教育を推進したりした
　ことで，オリンピック・パラリンピックについての関心がより深まった。
・市立全小・中学校でオリンピック・パラリンピック教育に取り組んだことや調布市教育シンポジウムで取り上
　げたことにより，市全体に気運の醸成を図ることができた。

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％】

○各学校においてオリンピック・パラリンピック教育全体計画を作成する。
・「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針にある重点的に育成すべき
　５つの資質である「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」を身に付けさせるため，４つのテ
　ーマと４つのアクションを多彩に組み合わせた指導を計画的に行う。
○オリンピック・パラリンピック教育を市全体で取り組み，気運の醸成を図る。
・小学校においてはタグラグビー，中学校においては体育的連合行事大会の実施に向
　け，調布市小・中学生体力向上プロジェクトを実施する。
○各学校の取組の成果を発表する機会を設ける。
・オリンピック・パラリンピック教育重点校である第七中学校の取組や，国際理解・
　交流の視点から日本伝統文化に関する推進校として北ノ台小学校の取組等をまとめ
　たリーフレットを作成し，全校に配布する。

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．

オリンピック教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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健やかな体の育成

主要事業評価シート

3

事業主管課 学務課

その他

ＮＯ．

②　課題
○学校における食育の取組
・食育やマナーの向上のため，メニューに適した食器・食具の充実についても研究していく必要がある。
○教育委員会主催の食育推進事業
・市事業と対象・目的が重複していた教育委員会主催の食育講演会の開催を見送ったため，市との共催に向け
　て検討を進める必要がある。

13

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○児童・生徒が食に関する正しい知識を習得し，生涯にわたって望ましい食習慣や食を選択する力を身に付
け，食を通して健やかな体の育成を目指す。
・食に関する指導計画を小・中学校全校で作成し，児童・生徒への食育指導を推進する。
・教育委員会主催で親子料理教室等の事業を実施し，保護者も含め広く食育の推進を図る。
・地場農産物の給食食材への活用など，地産地消や農業に対する理解を深める取組を継続する。

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
○学校における食育の取組（小・中全２８校で実施）
・食に関する指導の全体計画，年間指導計画作成，計画に基づく指導
・学校給食への地場産や木島平産の農産物の活用
・市内農地見学等の地域との連携による取組
○教育委員会主催の食育推進事業
・親子料理教室の開催（市制施行６０周年・姉妹都市交流３０周年記念事業）
　(1)テーマ　調布・木島平の食材を多く取り入れた夏野菜たっぷりのごはん
　(2)開催日・会場　平成２７年７月及び８月（合計５日），文化会館たづくり１０階調理実習室
　(3)参加人数　７０人（３５組）
・食育講演会の検討
　平成２７年度は実施を見送り，学務課・健康推進課・小学校・保育園の栄養士による業務連絡会において，
　市・教育委員会の連携，事業の統合に向けて検討を進めるとともに，テーマや講師など具体的な企画検討
　も行った。

○学校における食育の取組
・食に関する指導では，給食で使用する食材の観察や皮むき等の体験，食材を生産している農家の見学など，
　地場農産物を活用した学習活動を実施し，給食とともに食育を実践することができた。
○教育委員会主催の食育推進事業
・親子料理教室は，参加者の7割が，親子で一緒に調理体験ができることに魅力を感じており，アンケートに
　「美味しかった」・「献立が良かった」等の感想のほか，「家庭で取り入れたい」・「勉強になった」など
　の回答が寄せられ，家庭での取組を進めるきっかけとなった。
・食育講演会は，栄養士が中心となって事業の統合に向けた検討を行い，平成２８年度からは市・教育委員会
　共催で実施するよう見直しを図った。

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％】

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％】

○学校における食育の取組
・学校給食を生きた教材として活用し，小・中学校の学習活動や家庭・地域との連携
　において，食に関する基本的な知識や食習慣の指導を行う。
・地場農産物の給食使用等の学校・市内農家の連携に関して，引き続き組織的な協力
　を依頼する。
・食器・食具の充実に向けて調査・研究を進める。
○教育委員会主催の食育推進事業
・児童・生徒，保護者の意識啓発のため，親子料理教室を実施する。
・市・教育委員会共催の食育講演会実施に向けて庁内関係部署との連携を進める。

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．

学校における食育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

54


