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1

学校にお
ける「学
び」に困
難を抱え
る子ども
たちへの
支援

☆ 指導室 15,654

平成２５年度に引き続き市費スクールカウンセラーを小・中学校へ年間３５
日配置した。また，東京都公立学校（都費）スクールカウンセラーについて
も，平成２５年度に全校配置となったため，引き続き全小・中学校において

 ２人体制で学校内の教育相談体制の充実を図った。
小学校の相談件数はほぼ前年度並み（小学校：相談件数１４，７９１件　前
年度１４，３３５件）であった。また，中学校の相談件数もほぼ例年並み
（中学校：相談件数６，２４２件　前年度６，３５０件）で推移しており，
学校内の教育相談体制としてスクールカウンセラーが定着し，有効活用され
ている。

○ ●

平成２５年度から，市費スクールカウンセラーの中学校への配置日数につ
いて，従来の年間２８日から小学校と同様の３５日に拡充したことや，東
京都公立学校（都費）スクールカウンセラーが全校配置となったことか

 ら，今後の連携の在り方及び待遇の改善について検討していく。
平成２６年度は，小学校５年生，中学校１年生を対象に全員面接を実施し

 したため，引き続き平成２７年度も実施する。
平成２７年度からスクールカウンセラー事業の所管が教育相談所から指導
室に移管したことを踏まえ，学校における「学び」に困難を抱える子ども
たちへの支援体制や相談体制をより一層強化していく。

2

中学生の
職場体験
学習の推
進

指導室 284

全市立中学校の２年生が，おおむね５日間の職場体験に参加することができ
 た。

アンケート結果から，９割の生徒が時間やルールを厳守することができたこ
とや，働くことの楽しさや厳しさを感じていたことなどが把握でき，生徒が
勤労観や職業観を育み，社会人のマナーやルールを身に付けることにつなげ

 ることができた。
 関係諸機関との連携を強化し，事業所の拡充に努めた。

事業所登録用紙を教育委員会で受け付けることにし，窓口を一本化した。こ
のことにより，受入れ事業所が各校毎に行っていた登録作業の手間を省くこ
とや，学校の業務量軽減を図ることができた。

○ ●

 引き続き，全市立中学校で５日間の職場体験を実施する。
体験先の職場を確保していくために，関係諸機関との連携をさらに強化

 し，指導室・学校の双方から，新規受入れ事業所の確保を進めていく。
中学校職場体験事業を周知するホームページへの受入れ協力事業所の登録
用紙等の掲載や，登録用紙兼リーフレットを作成することで，充実した広

 報活動を行っていく。
ポスターへの受入れ事業所名の記載等ＰＲの拡充を進めていく。

3

学校図書
館の活用
の推進①

指導室 62,503

各小・中学校に学校図書館専門嘱託員を配置し，図書教諭，図書ボランティ
アと連携を図りながら，総合的な学習の時間における調べ学習に際して資料
が閲覧しやすくなるよう環境整備を行うなど，各学校の図書活動を推進し

 た。
読書活動・調べ学習に対応するための蔵書構築については，児童・生徒の活
発な図書活動が進められるよう，学校図書館支援センター機能担当者と学校
図書館専門嘱託員及び教職員が連携を深めて取り組んだ。 ○ ●

児童数の多い小学校での授業に対応するため，平成２４年度から，小・中
学校２８校のうち，２校について学校図書館専門嘱託員の勤務時間を１時
間延長したところであり，平成２６年度は，延長する学校を２校から５校

 へ増加させ，更なる対応の充実を図った。
市立小・中学校全校で図書標準を達成するよう学校図書館の整備を進めて

 行く。
教育委員会や議会から学校での図書活動の推進について要望があることを
踏まえ，図書館との連携を深めながら，学校図書館の運営を充実させる。

4

不登校児
童生徒へ
の支援

指導室 7,143

小学校適応指導教室「太陽の子」には，平成２７年３月末日現在で１４人
（卒業生９人）が通室しており，都費非常勤教員４人，市費非常勤職員１人

 による支援を行った。
中学校通級指導学級「相談学級」には，平成２７年３月末日現在で１９人
【うち試験通級１０人】（卒業生１１人【うち試験通級６人】）が通級して

 おり，教員２人，都費非常勤教員２人による支援を行った。
 「メンタルフレンド」は，年間で２３８回の派遣を行った。

 「テラコヤスイッチ」は，年間で４１回実施した。

◎ ●

「太陽の子」，「相談学級」ともに，今後さらに支援を充実させるととも
 に，在籍していても通級できない児童生徒への支援を行っていく。

「不登校対策委員会」を設置し，市内全体の実態把握をするとともに対応
状況の共有，関係諸機関との連携及び調整を図る。

5

宿泊体験
事業の体
系化

指導室 21,693

５年生による２泊３日の宿泊体験学習を全校で実施した。また，事前・事後
アンケート調査を実施したところ，協調性や自然を大切にし，生命を慈しむ
心が養われていることがわかり，宿泊や酪農体験など非日常的な体験が効果

 的であることが確認できた。

○ ●

５年生の宿泊体験学習は，今後も内容の充実を図りながら継続して実施し
 ていく。

また，平成２５年度から補助対象となった，「いじめ対策総合推進事業」
の主旨を踏まえながら，宿泊体験事業全体での体系構築について検討を進

 めていく。
宿泊行事検討委員会を設置し教育委員会全体の宿泊行事について検討を進
めていく。

※各事務事業の概要については，巻末の「⑥事務事業概要一覧」をご参照ください。
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6

少人数学
習指導の
推進

☆ 指導室 47,372

全小学校へ少人数指導講師を継続的に配置したことにより，低学年の算数指
導において，それぞれの児童の状況に応じたきめ細かな指導を行うなど，指

 導を充実させることができた。
全小学校へ理科支援員を継続的に配置し，授業環境の整備や実験補助等を
行ったことにより，理科の授業に関する環境改善や実験等の安全な実施な

 ど，より円滑な授業展開を図ることができた。
○ ●

少人数指導連絡会等を継続的に行うことで，各講師の授業力の改善や指導
 力の更なる向上を図る。

少人数指導講師の資質向上を図っていくために，他校で開催される研究授
 業等の情報提供と参加を促し，研修の場を広げていく。

理科支援員の資質を向上させるため，理科の研究校における取組の状況を
理科支援員に参観させて学ばせたり，情報交換等の機会を設定する。

7
教職員研
修の推進

指導室 937

初任者研修，２・３年次研修等，若手教員を対象とした指導力向上のための
必修研修，１０年経験者研修，主幹研修，主任研修など，職層に応じたリー
ダー養成のための研修を実施したほか，夏季休業期間中に教科などの選択課
題研修を重層的に実施したことにより，教員の資質向上・指導力向上を図る
ことができた。

◎ ●

調布市においては，教員経験年数の浅い教員の割合が増えていることか
ら，若手教員等に対する研修をより一層充実させていく必要がある。これ
に加え，指導室が主催する必修研修，職層研修及び選択課題研修について
も，教員のニーズにあったより質の高い研修を開催していく。また，各学
校で開催している校内教員研修の内容についても，教育委員会が把握し，

 助言を行うことで，教員の資質向上を図っていく。
指導の模範となる教員の名称を「授業力リーダー」から「調布市授業力向
上推進講師」に変更するとともに，各校から講師に相応しい教員を抽出
し，講師・若手教員ともに指導力向上への意欲や自覚が高まるよう，より
積極的な活用に努める。更に，体罰・不適切な指導，アレルギー対応に関
わる意識とスキルを向上させるための研修を充実させる。

8

学校にお
ける食育
の推進

☆ 学務課 985

調布市教育委員会主催の食育講演会を１０月に１回，親子料理教室を７月～
 ８月に５日間開催することで，食育についての理解を深めることができた。

食に関する指導として，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，

 給食を通じて食育を実践することができた。
食物アレルギー対応として，児童啓発用資料を活用した給食指導を実施した
ことにより，食物アレルギーの有無にかかわらず給食時間を楽しむことがで
き，食を通して成長を促すことができた。

◎ ●

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，調布市教育委員会主催の食育講演会や親子料理教室を通じて，食育に

 ついての理解を深める取組を推進する。
児童・生徒が，食物アレルギーの有無にかかわらず給食時間を楽しみ，食
を通して成長できるよう，給食指導用資料を活用した給食指導を実施す

 る。
庁内関係部署が実施する食育推進プランに基づく各種事業（食育講演会

 等）との連携について検討する。
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は，引き続き組
織的な協力を依頼するとともに，農地見学等の食材使用以外の既存取組も
含め，積極的な周知を検討する。

9
特別支援
教育の推
進

☆ ② 指導室 40,297

スクールサポーターを全小・中学校に配置し，うち５名は巡回型として，必
要に応じて他校に派遣した。専門家チームによる巡回相談を実施（相談
１２１回，検査・訓練１５９回）し，特別な指導を要する児童・生徒に対す

 る具体的な指導方法についてアドバイスを行った。
特別支援教育コーディネーターを各校に複数配置し，校内委員会において配
慮が必要な子に対する支援方法を検討した。全小学校において，年度末の就

 学支援シートの提出数が増加した。
インクルーシブ教育システム構築モデルスクールに調和小学校を指定し，事

 業を開始した。
合理的配慮協力員を３人配置し，指導実践や市内小学校での助言を行った

 （実績１２９回）。
検証委員会を２回実施したほか，校内検討委員会を４回実施した。

○ ●

全小・中学校へのスクールサポーター配置を継続するとともに，巡回型ス
クールサポーターについても確保する。また，巡回検査・訓練等を継続し
て実施し，専門家チームによるアドバイスを受けることにより，適切な指

 導が行えるよう学校の取組を支援する。
特別支援教育コーディネーターの資質向上のための研修会の充実や，幼保
小中の連携を意識した個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成につい

 て検討を進める。
調布市特別支援教育全体計画を推進し，子ども一人一人を大切にする教育
の実現に向けて，特別支援教育の充実に取り組む。インクルーシブ教育シ
ステムの構築を継続して実績研究を深め，市内各小・中学校への普及を図

 る。
東京都の方針に基づき，全校で副籍事業の取組を推進する。

10

地域人材
を活用し
た教育活
動推進

☆ 指導室 3,791

平成２６年度は，第八中学校，深大寺小学校，若葉小学校，国領小学校に続
 き，滝坂小学校に学校支援地域本部を新規開設した。

学校支援地域本部検討委員会の開催や，学校支援地域本部コーディネーター
 情報交換会を開催し各学校間の情報交換の場を設けることができた。

第八中学校における土曜補習授業，深大寺小学校における校庭芝生化や地域
の特色を活かしたイベントなど，地域に精通したコーディネーターが学校の
要望と地域の人材を結び付けることで，特色ある学校づくりの取組を推進し
た。

◎ ●

学校支援地域本部を設置している学校については，今後も事業を継続して
 実施する。

平成２７年度は，第五中学校に学校支援地域本部を新規開設する。また，
学校支援地域本部コーディネーター情報交換会を年２回開催し，コーディ
ネーターが学校支援地域本部先進校に訪問するなど情報を得る機会を設け

 る。
今後も，地域の特性に合わせた学校支援地域本部の設置を推進するととも
に，既に設置している学校における取組成果を各校に周知し，各校におけ
る今後の取組に活かす。
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11

特色ある
教育活動
の推進

指導室 29,831

各小・中学校では各校の特色や特性に応じて，事業計画・立案し，交付金を
 活用して特色ある教育活動を推進した。

学校ボランティア・協力員活用実施例としては，地域と連携した特色ある事
業や自然観察事業，個別学習や学習補助等のきめ細かな学習指導が挙げられ

 る。
部活動指導員の活用実施例としては，運動系クラブによる，体力指導や技術
指導，文化系クラブによる，演技指導や音楽演奏指導，日本文化の技術指導

 が挙げられる。
交付金を活用することで，総合的な時間の授業や特別活動などを地域の方々
や学校ボランティアへ依頼して実施することができ，より一層の学校支援を
行うことができた。

◎ ● ●

　各小・中学校の特色を活かすための交付金の効果的な活用を図るため，
小・中学校の校長を対象としたヒアリングを実施し，詳細な事業計画や各

 学校の取組状況，方針を把握したうえで交付決定を行っていく。

12

命の教育
活動の推
進

☆ ① 指導室 2,826

市立小・中学校において，「調布市防災教育の日」に「命の授業」のほか，
防災に関する保護者・地域の意識啓発を図るため，専門家による講話を実施

 した。
普通救命講習について，平成24年度から継続して，中学３年生及び小学６年

 生を対象に実施した。
上級救命講習について，平成24年度から継続して，市立小・中学校全教員の

 認定を目指して講習を実施した。
また，上級救命講習の認定者を対象とした応急手当普及員講習を実施し交付
要件を満たしたことで，市立小・中学校全校が，東京消防庁から「救命講習
受講優良証」を一斉交付された。学校が救命技能を高め，維持していること
について，地域や保護者へＰＲすることができた。

○ ●

「調布市防災教育の日」に「命の授業」や専門家による講話，地域の防災
訓練を実施し，学校・保護者・地域におけるより一層の防災意識の向上を

 図る。
対象児童・生徒全員に対する普通救命講習を実施するとともに，上級救命
講習に関しては，市立小・中学校全教員の認定を推進する。また，上級救
命講習の認定者に対して応急手当普及員講習を実施し，各校２名程度の応

 急手当普及員の配置を目指す。

13

小・中学
校施設の
整備

☆ ②
教育総
務課

1,272,371

上ノ原小学校，第五中学校普通教室整備工事により，不足教室への対応を
 行った。

 飛田給小学校特別支援教室改修工事を実施し，拠点校開設準備を行った。
格技棟天井改修工事，体育館ガラス飛散防止フィルム貼付工事等により，非

 構造部材等の耐震対策を実施した。
第三小学校給食室改修により，老朽化対応に併せて食物アレルギー対応を

 行った。
富士見台小学校の屋上防水，第三小学校及び染地小学校の受変電設備等を改

 修し，老朽化対策を実施した。
滝坂小学校で一部校庭の芝生化，滝坂小学校ほか４校で水飲栓の直結給水化
を実施し，学習環境を改善した。

◎ ●

児童・生徒数増加に伴う施設整備，老朽化対策，食物アレルギー対応，学
 習環境の改善等を適切に実施する。

児童・生徒への影響，コスト，工法，工期等を総合的に判断し，補助金等
を活用しながら効率的な事業執行に取り組む。

5 0 0 0 6 2 0 0 1 計

38.5 0.0 0.0 0.0 46.2 15.4 0.0 0.0 7.7 割合（％）

当該施策に体系付けられている全ての事務事業については，巻末に掲載している

参考資料「⑤事務事業一覧（施策体系順）」をご参照ください。


