
 

 

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。 

 

167



 

 

（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。  
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