
基本方針と施策・主要事業一覧　１

H21 H25 事業主管課

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

継続 継続 指導室

2 問題行動調査や「心の状態調査」の実施と分析・検討 継続 継続 指導室

3 教育相談所の相談の充実 拡充 拡充 教育相談所

4 スクールカウンセラーの配置・活用の推進 推進Ｐ 計画事業 教育相談所

5 情報モラル教育の推進 継続 継続 指導室

6 要保護児童対策地域協議会への参加 継続 継続 教育相談所

7 子育て支援のための家庭教育事業の実施 継続 計画事業 公民館

8 家庭教育セミナーの実施 継続 継続 社会教育課

9 宿泊を伴う自然体験学習の検討 新規 継続 指導室

10 小学校移動教室と夏季施設の実施 継続 継続 指導室，学務課

11 中学校移動教室の実施 継続 継続 指導室

12 道徳教育への取組 継続 継続 指導室

13 連合音楽会の充実 拡充 拡充 指導室

14 スクールカウンセラー事業の充実 推進Ｐ 計画事業 教育相談所

15 来所相談・ソーシャルワーカーの相談体制の充実 拡充 拡充 教育相談所

16 学校緊急支援体制の検討 新規 継続 教育相談所，指導室

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 継続 指導室

18
新学習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 継続 指導室

19 外国人英語講師の全小・中学校への配置 継続 継続 指導室

20 授業改善推進プランの作成 継続 継続 指導室

21 ステップアップワークの作成と活用の工夫 推進Ｐ 継続 指導室

22 授業力リーダーの増員と活用の工夫 推進Ｐ 継続 指導室

23 尐人数指導講師の配置 推進Ｐ 計画事業 指導室

24 学校図書専門嘱託員の配置 推進Ｐ 継続 指導室

25
学校図書専門嘱託員に対する研修の充実及び司書教諭と
の連携強化

推進Ｐ 継続 指導室

26 学校図書館支援センター機能の推進 推進Ｐ 継続 指導室

27 理科支援員の配置 推進Ｐ 計画事業 指導室

28  I C T 活用研修の実施 推進Ｐ 継続 指導室

29 教職員研修の推進 推進Ｐ 継続 指導室

30 特別支援教育コーディネーター研修の充実 推進Ｐ 計画事業 指導室

31 通級指導学級の指導体制の検討・充実 拡充 計画事業 指導室

32 スクールサポーターの配置の充実 推進Ｐ 計画事業 指導室

33 巡回相談の実施 推進Ｐ 計画事業 指導室

34 日本語指導教室の実施 継続 継続 指導室

35 日本語指導臨時講師の派遣 継続 継続 指導室

36 就学相談の充実 継続 継続 教育相談所

37 就学等検討委員会の運営 継続 継続 教育相談所

38 ソーシャルスキルトレーニング（SST)事業の実施 継続 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 拡充 指導室

40 科学センターの運営 継続 継続 指導室

41 体力向上に向けた取組 推進Ｐ 継続 指導室

42 生活習慣状況の調査実施と対応策の検討 新規 継続 指導室

43 食育講演会・親子料理教室の実施 継続 計画事業 学務課

44 学校における食育の推進（学校給食用食器の改善導入） 推進Ｐ 終了 学務課

45 小児生活習慣病の予防 継続 継続 学務課

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

2

「生きる力」を
育て，個を伸
ばす教育を充
実する

5
学力向上に向けた
取組

主要事業

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

4

　　　Ⅳ　基本方針と施策・主要事業一覧

3
子どもの豊かな心を
育む取組

施策

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

6

7

基本方針

健康づくりに向けた
取組

個に応じた教育の充
実に向けた取組

1

生命をいつくし
み，人の尊厳
を重んじる心

を育てる

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

2
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基本方針と施策・主要事業一覧　２

H21 H25 事業主管課

46 中学生の職場体験学習の実施 推進Ｐ 継続 指導室

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 継続 指導室

48 環境教育の推進 継続 継続 指導室

49 外部指導員の活用による部活動の充実 推進Ｐ 継続 指導室

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 拡充 指導室

51 特色ある教育活動の学校紹介集の作成 継続 継続 指導室

52 中学校学校選択制の実施 継続 継続 学務課

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

推進Ｐ 継続 指導室

54 適応指導教室「太陽の子」，通級指導学級「相談学級」の充実 推進Ｐ 継続 指導室

55 メンタルフレンドの派遣とテラコヤスイッチの実施 推進Ｐ 継続 指導室

56 スクールソーシャルワーカー配置の充実 拡充 拡充 指導室

57 スクールカウンセラーの活用 継続 継続 教育相談所

58 ソーシャルワーカーの相談事業の充実 拡充 拡充 教育相談所

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 新規 継続 教育相談所

60 小中連携推進協議会の活動の充実 拡充 拡充 指導室

61 小学校と幼稚園・保育園との連携の推進 拡充 拡充 指導室

62 社会教育学習グループのサポート 継続 継続 社会教育課

63 社会教育団体の育成と支援 継続 継続 社会教育課

64 社会教育情報誌「コラボ」の発行 継続 継続 社会教育課

65 杉の木青年教室事業 継続 継続 社会教育課

66 のびのびサークル事業の推進 継続 継続 社会教育課

67 遊ing（ゆーいんぐ）事業の推進 継続 継続 社会教育課

68 子どもの読書活動の推進 推進P 継続 図書館

69 読書会，講座，講演会の実施及び支援 継続 継続 図書館

70 ３公民館合同利用団体連絡会の開催及び支援 新規 継続 公民館

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

72 社会教育委員の設置 継続 継続 社会教育課

73 公民館運営審議会の運営 継続 継続 公民館

74 図書館協議会の運営 継続 継続 図書館

75 公民館登録団体の育成と支援 継続 継続 公民館

76 地域文化祭の実施 継続 継続 公民館

77 図書館資料の収集，整理，保存の推進 推進Ｐ 計画事業 図書館

78 図書館の資料提供 推進Ｐ 計画事業 図書館

79 調査活動の支援 推進Ｐ 継続 図書館

80 図書館ハンディキャップサービスの推進 継続 継続 図書館

81 公民館国際理解講座の実施 継続 計画事業 公民館

82 公民館成人教育事業の実施 継続 計画事業 公民館

83 文化財の指定・管理の推進 継続 継続 郷土博物館

84 国史跡下布田遺跡・深大寺城跡の整備 推進P 計画事業 郷土博物館

85 学校教育との連携事業の推進 拡充 拡充 郷土博物館

86 郷土芸能の保存と継承 継続 継続 郷土博物館

87 文化財保護啓発の推進 継続 継続 郷土博物館

88 実篤公園管理計画の策定 継続 継続 実篤記念館

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

推進P 計画事業 実篤記念館

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

91 実篤関連情報と収蔵品情報の収集と提供 継続 継続 実篤記念館

92 地域資料のデジタル化の推進 拡充 拡充 図書館

93 博物館収蔵品のデータベース化とデジタルデータの活用 推進P 継続 郷土博物館

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

推進P 継続 実篤記念館

136 郷土の歴史・文化を核とした展示・普及事業の推進 新規 郷土博物館

137 国登録文化財真木家住宅の保存・活用 新規 郷土博物館

9

「生きる力」を育
て，個を伸ばす
教育を充実する

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

不登校児童・生徒に
向けた取組

主要事業

11
幼・保・小，中連携教
育の推進に向けた取
組

8
社会の変化に対応
する取組

12

特色ある学校づくり
に向けた取組

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

10

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

3

生涯にわたって
自己実現を目指
す機会を提供す

る

13

14

2
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基本方針と施策・主要事業一覧　３

H21 H25 事業主管課

95
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

新規 継続 社会教育課

96 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支援 推進P 継続 社会教育課

97 多摩・島しょ広域連携活動助成事業 継続 終了 社会教育課

98 リーダー養成講習会の推進 推進P 計画事業 社会教育課

99 成人式の運営 継続 継続 社会教育課

100 調布っ子夢会議の推進 継続 継続 社会教育課

101 放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の充実 推進P
行革プラ
ン

社会教育課

102 青尐年交流館の管理運営 継続 継続 社会教育課

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 継続 社会教育課

104 公民館青尐年教育事業の推進 継続 計画事業 公民館

105 学校評議員制度の実施 継続 継続 指導室

106 学校関係者評価の実施 継続 継続 指導室

107 学校第三者評価の実施 継続 継続 指導室

108 専門家による学校サポート体制の検討 新規 継続 指導室

109 学校ボランティア・協力員の活用 継続 継続 指導室

110 学校支援地域本部制度の活用の検討 新規 計画事業 指導室

111 公立学校PTA連合会活動への支援 継続 継続 社会教育課

112 地域文化祭の実施（再掲） 継続 継続 公民館

113 公民館登録団体の地域参加の検討・充実 新規 継続 公民館

114 図書館ハンディキャップサービスの推進（再掲） 継続 継続 図書館

115 子育て支援のための家庭教育事業の実施（再掲） 継続 計画事業 公民館

116 家庭教育セミナーの実施（再掲） 継続 継続 社会教育課

117 市民の手によるまちの資料情報館事業の推進 継続 継続 図書館

118 深大寺地区エコミュージアム構想の推進 推進P 継続 郷土博物館

119 通学路の安全確保の推進 推進P 継続 学務課

120 子どもの家の充実 継続 継続 社会教育課

121 スクールガード講習会の実施 継続 継続 教育総務課

138 防災教育の日の制定 新規 新規 教育総務課

122 小・中学校増築工事の実施 推進P 計画事業 教育総務課・社会教育課

123 教育人口推計調査の実施 継続 継続 学務課

124 学校施設の維持・保全の実施 推進P 計画事業 教育総務課

125 図書館分館の整備の推進 推進P 継続 図書館

126 公民館の施設整備の推進 継続 継続 公民館

127 郷土博物館施設の整備 継続 継続 郷土博物館

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 継続 実篤記念館

129 八ヶ岳尐年自然の家の管理運営 継続 継続 社会教育課

130 空調機器設備整備の推進 推進P 計画事業 教育総務課

131 水飲栓の直結給水化事業の推進 推進P 計画事業 教育総務課

132 校庭の芝生化事業の推進 継続 計画事業 教育総務課

133 臨時室内環境衛生検査の実施 継続 継続 教育総務課

134 安全な消耗器材等の購入の推進 継続 継続 教育総務課

5

安全で安心な調
布の教育環境
の整備を推進す
る

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

22
教育施設の老朽化
対策に向けた取組

23
良好な学習環境の
整備に向けた取組

24
シックハウス対策に
向けた取組

学校・家庭・地
域の役割と責任
に基づいた連携
を進める

17
地域・保護者に開か
れた学校にかかわる
取組

4

18
家庭・地域の教育
力の向上・活用に
向けての取組

19
地域とともに進める
郷土愛を高める取
組

20
地域ぐるみの学校環
境整備に向けての取
組

基本方針 施策 主要事業

3

生涯にわたって
自己実現を目指
す機会を提供す

る

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

16
青尐年の育成に向け
た取組
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