
改定教育プラン施策体系（案） 資料８

基本プラン

1 学校教育 豊かな心の育成 1 命の教育活動の推進 指導室 1 Ａ 命の教育活動の推進 指導室
2 生命尊重・人権教育の推進 指導室 2 - 生命尊重・人権教育の推進 指導室
3 道徳の時間の充実 指導室 3 - 道徳の時間の充実 指導室
4 情報モラル教育の推進 指導室 4 - 情報モラル教育の推進 指導室
5 中学生の職場体験学習の推進 指導室 5 Ｂ 中学生の職場体験学習の推進 指導室
6 学校図書館の活用の推進 指導室 6 Ｂ 学校図書館の活用の推進 指導室
7 中学校部活動の充実 指導室 ⇒22
8 問題行動調査の実施と活用 指導室 ⇒25

確かな学力の育成 9 特別支援教育の推進 指導室 7 Ａ 特別支援教育の推進 指導室
10 英語及び外国語活動の充実 指導室 8 Ｃ 英語及び外国語活動の充実 指導室
11 ＩＣＴ機器の活用推進 指導室 9 Ｂ ＩＣＴ機器の活用推進 指導室
12 尐人数学習指導の推進 指導室 10 Ａ 尐人数学習指導の推進 指導室
13 理数教育の推進 指導室 11 Ｃ 理数教育の推進 指導室
14 日本語指導の充実 指導室 12 Ｃ 日本語指導の充実 指導室
15 宿泊を伴う自然体験学習の充実 指導室 13 Ｂ 宿泊体験事業の体系化 指導室
16 授業改善推進プランの作成と活用 指導室 ⇒14 14 - 学習支援の充実 指導室

17
東京都ベーシックドリル及びステッ
プアップワークの有効活用

指導室 ⇒14

18 授業力向上推進講師の活用 指導室 ⇒14

健やかな体の育成 19
体力・運動能力，生活・運動習慣等
調査の実施と活用

指導室 15 -
体力・運動能力，生活・運動習慣等調
査の実施と活用

指導室

20 オリンピック教育の推進 指導室 16 - オリンピック教育の推進 指導室
21 一校一取組，一学級一実践の推進 指導室 17 - 一校一取組，一学級一実践の推進 指導室
22 食育の推進 学務課 18 Ａ 学校における食育の推進 学務課

2 学校環境 危機管理体制の強化 23 食物アレルギー等への事故防止に対
する取組

学務課 19 -
食物アレルギー等への事故防止に対す
る取組

学務課

24 安全教育の推進 指導室 ⇒31

教職員の資質，能力の向
上

25 教職員研修の推進 指導室 20 Ｂ 教職員研修の推進 指導室

26  I C T 活用研修の実施 指導室 ⇒20

魅力ある学校づくりの推
進

27 特色ある教育活動の推進 指導室 21 Ｂ 特色ある教育活動の推進 指導室

28 中学校学校選択制の実施 学務課 23 - 中学校学校選択制の実施 学務課
22 - 部活動の充実 指導室

教育相談の充実 29 スクールカウンセラー配置事業の実
施

教育相談所 23 Ａ スクールカウンセリングの実施 教育相談所
30 教育相談所の相談事業の充実 教育相談所 24 - 教育相談所の相談事業の充実 教育相談所

25 Ｂ 丌登校児童・生徒への支援 指導室・教育相談所
31 巡回相談の実施 指導室 26 - 巡回相談の実施 指導室

学校施設整備の推進 32 小・中学校施設の整備 教育総務課 27 Ａ 小・中学校施設の整備 教育総務課
33 安全な消耗器材等の購入の推進 教育総務課 ⇒27
34 小・中学校増築工事の実施 教育総務課 ⇒27
35 学校施設の維持・保全の実施 教育総務課 ⇒27
36 空調機器設備整備の推進 教育総務課 ⇒27
37 水飲栓の直結給水化事業の推進 教育総務課 ⇒27
38 校庭の芝生化事業の推進 教育総務課 28 Ｃ 校庭の芝生化事業の推進 教育総務課

3
学校・家庭・
地域の連携

児童・生徒の安全確保 39 通学路の安全確保の推進 学務課 29 Ｃ 通学路の安全確保の推進 学務課

40 子どもの家の充実 社会教育課 30 Ｃ 子どもの家の充実 社会教育課
41 防災教育の日の制定 教育総務課 31 - 防災教育の日の推進 教育総務課

協働の学校づくり 42 地域人材を活用した教育活動の推進 指導室 32 Ａ 地域人材を活用した教育活動推進 指導室
43 学校支援地域本部制度の推進 指導室 ⇒32
44 学校経営支援員配置事業 指導室 33 Ｂ 学校経営支援員配置事業 指導室
45 幼・保・小連携教育の推進 指導室 34 - 小・中連携教育の推進 指導室
46 小・中連携教育の推進 指導室 35 - 幼・保・小連携教育の推進 指導室
47 学校アセスメントの充実 指導室 36 - 学校アセスメントの充実 指導室
48 学校ボランティア・協力員等の有効

活用
指導室 ⇒37 37 Ｃ 学校評議員・学校関係者評価制度の充

実
指導室

49 学校評議員・学校関係者評価制度の
充実

指導室 ⇒37

38 Ｃ 学校教育との連携事業の推進 郷土博物館

青尐年の育成 50 リーダー養成講習会の推進 社会教育課 39 Ａ リーダー養成講習会の実施 社会教育課
51 調布っ子夢会議の推進 社会教育課 40 Ｃ 調布っ子夢会議の推進 社会教育課
52 成人式の運営 社会教育課 41 Ｃ 成人式の運営 社会教育課

53 放課後遊び場対策事業（ユー
フォー）の充実

社会教育課 42 Ｂ
放課後遊び場対策事業（ユーフォー）
の充実

社会教育課

54 青尐年交流館の管理運営 社会教育課 43 Ｃ 青尐年交流館の管理・運営 社会教育課
55 木島平村農村体験事業（新規事業） 社会教育課 44 Ｃ 木島平村農村体験事業 社会教育課
56 公民館青尐年教育事業の推進 公民館 ⇒51

家庭教育への支援 57
子育て支援のための家庭教育事業の
実施

公民館 45 Ｃ
子育て支援のための家庭教育事業の実
施

公民館

58 家庭教育セミナーの実施 社会教育課 46 Ｃ 家庭教育セミナーの実施 社会教育課
59 公立学校PTA連合会活動への支援 社会教育課 47 Ｃ 公立学校PTA連合会活動への支援 社会教育課

4 生涯学習
学習機会の提供・学習活
動の支援

60
図書館資料の収集，整理，提供，保
存の推進

図書館 48 Ａ 図書館資料の収集，整理，提供，保存 図書館

61 調査活動の支援 図書館 49 Ｂ 調査活動の支援 図書館
62 子どもの読書活動の推進 図書館 50 Ｂ 子どもの読書活動の推進 図書館
63 多様な公民館事業の推進 公民館 51 Ａ 多様な公民館事業の推進 公民館

64
図書館ハンディキャップサービスの
推進

図書館 52 Ｃ
図書館ハンディキャップサービスの推
進

図書館

65 公民館国際理解講座の実施 公民館 ⇒53 53 - 市民，社会教育団体等の活動の支援
社会教育課，公民
館，図書館

66 公民館成人教育事業の実施 公民館 ⇒53
67 社会教育学習グループのサポート 社会教育課 ⇒53

68
読書会，講座，講演会の実施及び支
援

図書館 ⇒53

69 公民館登録団体の育成と支援 公民館 ⇒53
70 地域文化祭の実施 公民館 ⇒53

71
公民館登録団体の地域参加の検討・
充実

公民館 ⇒53

72 社会教育団体の育成と支援 社会教育課 ⇒53

73
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

社会教育課 ⇒53

74 杉の木青年教室事業 社会教育課 ⇒54 54 Ｃ含む 特別支援学級等の自立活動支援 社会教育課
75 のびのびサークル事業の推進 社会教育課 ⇒54
76 遊ing（ゆーいんぐ）事業の推進 社会教育課 ⇒54
77 社会教育情報誌「コラボ」の発行 社会教育課 ⇒削除

78 視覚・聴覚に障害のある方の学習参
加の支援

公民館，図書館，社
会教育課

⇒削除

文化資源の保全・活用の
推進

79
国史跡下布田遺跡・深大寺城跡の整
備

郷土博物館 55 Ａ・Ｂ 国史跡下布田遺跡・深大寺城跡の整備 郷土博物館

80 郷土芸能の保存と継承 郷土博物館 56 - 郷土芸能の保存と継承 郷土博物館
81 文化財保護啓発の推進 郷土博物館 57 Ｃ 文化財保護啓発の推進 郷土博物館

82 地域まるごと博物館（エコミュージ
アム）構想の推進

郷土博物館 58 Ｂ
地域まるごと博物館（エコミュージア
ム）構想の推進

郷土博物館

83
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

郷土博物館 ⇒59 59 Ａ
武者小路実篤を核とした特色ある事業
の展開

郷土博物館

84 武者小路実篤を核とした特色ある事
業の展開

郷土博物館 ⇒59

85
郷土の歴史・文化を核とした展示・
普及事業の推進

郷土博物館 60 Ａ
郷土の歴史・文化を核とした展示・普
及事業の推進

郷土博物館

86 実篤記念館収蔵品の管理・整備 郷土博物館 61 Ｂ 実篤記念館収蔵品の管理・整備 郷土博物館

87
国登録文化財真木家住宅の保存・活
用

郷土博物館 62 Ｂ 国登録文化財真木家住宅の保存・活用 郷土博物館

88 実篤記念館の維持管理及び整備 郷土博物館 ⇒63
89 学校教育との連携事業の推進 郷土博物館 ⇒38

社会教育施設整備の推進 90 図書館分館の整備の推進 図書館 ⇒63 63 Ｂ含む 社会教育施設整備・維持管理・改修
社会教育課・公民
館・図書館・郷土博

91 公民館の施設整備の推進 公民館 ⇒63
92 郷土博物館施設の整備 郷土博物館 ⇒63

93 実篤記念館の設備の維持保全に向け
た整備の推進

郷土博物館 ⇒63

94 八ヶ岳尐年自然の家の管理運営 社会教育課 ⇒63

いじめ，丌登校対策の強
化

95
適応指導教室「太陽の子」，通級指
導学級「相談学級」の充実

指導室 ⇒25

96 丌登校支援，丌登校対策の充実 指導室 ⇒25

97 問題行動調査や「心の状態調査」の
実施と分析・検討

指導室 ⇒25

98 教育支援コーディネーター室の運営 指導室 ⇒25

99 丌登校児童・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

指導室 ⇒25

100
メンタルフレンドの派遣とテラコヤ
スイッチの実施

指導室 ⇒25

101 丌登校児童・生徒の保護者への支援 教育相談所・指導室 ⇒25

13

14

15

特出し

7

8

9

10

11

12

6

編成過程
主要事業（各課案統合ver）

No.
事業名 主管課

個別施策
主要事業（再編成ver）

No. No. No. 基本計画
区分

事業名 主管課

～徳知体の調
和のとれた成
長と社会の変
化に対応でき
る力の育成～

～学校教育支
援（ソフト・
ハード）～
・学校経営
・人材育成
・施設整備

～連携による
学校教育支援
～

～市民の学習
への支援～

1

施策展開の視
点

2

3

4

5


