
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 点検・評価についての有識者からの意見 
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６ 点検・評価についての有識者からの意見 

  平成２７年７月２４日（金）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２４日の有識者会議の時点での点検・評価の評価シ

ート（案）に対する意見・指摘となっており，本書18ページから99ページにわた

って記載している点検評価の評価シートは，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 

重点プロジェクトについて 

○総評 

今年度はじめて，新教育プランに基づいた重点プロジェクトの点検・評価を行

った。７つの重点課題を設置したことで，個別の施策・主要事業とは別に，課題

に基づき組織横断的に施策・事業を関連づけて総合的にとらえることができた。

評価シートを作成する過程そのもの，つまりそれぞれの事業を課題と関連づけて

位置付けしなおし，文章で記述するという作業が，評価・点検の目的である「効

果的な教育行政の推進」と「市民の説明責任を果たすこと」に大きく貢献してい

るといえるだろう。 

試み自体は意義あることとして評価したいが，有識者会議においては前年度よ

りも大幅に検討頄目が増えたため，時間的制限により十分なヒアリングができな

かったところが残念であった。 

○重点プロジェクト１について 

  「市民に開かれた教育行政」をますます推進していくために，継続して取り組

んでいっていただきたい。 

○重点プロジェクト２について 

多様なニーズをもつ子どもたちを支援するための，物的・人的支援の充実，ま

た仕組みの構築を行っている。調布市は，学校教育の領域だけではなく，社会教

育や地域市民団体等においても，特別な支援を必要な子ども，障害を持つ子ども

への事業や活動が活発という印象がある。特別な支援を必要とする子どもも，そ

うでない子どもも，障害のある子どもも，そうでない子どもも，生涯を通じて学

び成長するという視点にたって，学校・家庭・地域をつなげたサポート体制を検

討してもらいたい。 

○重点プロジェクト３について 

いじめ，丌登校，貣困など，厳しい状況におかれる子どもが，それぞれの状況

に応じた支援が得られ，いきいきとした人生を歩んでいくことのできるように，

多様な事業・制度・人材によって支えていこうとする取り組みを，今後も充実し
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てもらいたい。なお「現状と課題」において，一般的な現状把握と図表の提示に

とどまり，調布市における現状と課題の具体的記述がないのが残念であった。実

態とずれた施策の展開とならないよう，具体的現状の把握とそれに応じた取り組

みを期待したい。 

○重点プロジェクト４について 

安全・安心な学校づくりのために，多様な専門家の知見を活かし，部署間での

連携を深めて，今後も取り組んでもらいたい。 

○重点プロジェクト５について 

情報収集を適切に行いながら，先んじて対応を検討し，すべての子どもが充実

した教育を受けられるよう，継続して取り組んでもらいたい。 

○重点プロジェクト６について 

地域の拠点施設である学校が，日常的に，また緊急時に十分機能するよう，継

続して取り組んでもらいたい。 

○重点プロジェクト７について 

調布市では，これまで公民館・図書館・郷土博物館などを拠点に，市民の自主

的な生涯学習・社会教育活動が豊かに展開してきた。またそうした地域での学び

合いが，地域づくりの担い手としての力と関係性を培い，地域の絆づくり，つな

がりづくりにもつながってきた。これまで多様に行われてきた生涯学習・社会教

育活動を改めて意味づけ，今後の事業展開に活かしていくことを期待したい。ま

た，学校教育との連携をさらに深めること，学んだ成果を地域に活かすしくみづ

くりなども積極的に取り組んでいってもらいたい。 

施策について 

○総評 

平成27年3月に改定した教育プランに基づいて振り返り，点検評価する試みは，

事業の継続性を意識するうえで意義ある取り組みであったといえる。点検・評価

の目的を「効果的な教育行政の推進」と「市民の説明責任を果たすこと」と明確

に位置づけ，シートの見直し・改善を行っているが，点検・評価を形式だけのも

のにせず，意義あるものとしようとする意欲が評価できる。シートも「事業の目

的・目標」「取組実績，取組成果，取組効果」「点検・評価」「今後の方向性（具体

的な改善策）」という情報を，1枚に記述することで，事業を総合的に理解しPDCA

サイクルを年度を越えて進めていくことが意図されている。一方で，評価段階を

3段階から4段階にしたものの，Aは39事業，Bは5事業でC,Dはなしという結果

を見ると，評価基準の妥当性や達成率の判断のあり方に，どのような根拠を求め

るのかという点に疑問が残る。 

○施策１について 

「命」の教育活動の推進，いじめ問題への対応など，教育の重要な使命ともい
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える人権にかかわる活動について，十分に事業を展開していると評価できる。 

  「道徳教育の推進」「情報モラル教育の推進」では，一定の事業成果が認められ

るが，今後，保護者とより密に連携し参加を呼びかけ，より充実した展開となる

ことが望まれる。 

  「体験活動の充実と支援」については，充実した体験活動が実施されている。

また体験活動を単発的な行事として扱うのではなく，体験をどう学習とつなげる

か吟味され，体系化が目指されているということで，今後のさらなる発展が期待

される。 

○施策２について 

ICT機器の活用，尐人数学習・習熟度別指導の推進など，子ども一人ひとりの個

性に応じたきめ細やかな教育と支援が行われているといえる。また，社会の変化

に対応し，国際教育・理数教育の推進，学校図書館の活用などが進められており，

こうした取り組みを継続し，また拡充していくことを期待したい。 

  「学校図書館の活用の推進」では，学校図書館専門嘱託員の配置やその研修，

学校図書館支援センター機能の充実など，積極的に学校図書館活用推進が進めら

れていると評価できる。今後，公立図書館司書や教員とより緊密に連携・協働し，

質的な活用推進を進めてもらいたい。 

○施策３について 

体力向上や健康づくりは人の成長の基礎をなすものであるが，市においても十

分な教育事業が展開しているといえる。 

  「オリンピック教育の推進」については，都との関係など丌確定な要素がある

ことは理解できるが，「課題」として「複数年にわたる継続した計画を予定できな

い」として取り組みそのものの課題を示さずにおきながら，「今後の方向性」にお

いて「平成27年度は，市内小・中学校全体のオリンピック・パラリンピック教育

推進校に指定された」ことから「拡大」としている。市事業としてこうした依存

的姿勢に疑問を感じる。 

○施策４について 

児童・生徒の安全・安心に最大限取り組むための事業が，「食物アレルギー」「安

全教育」「防災教育」「通学路の安全確保」「シックハウス」などの課題ごとに多様

に展開されている。 

  「防災教育の日の推進」については，関係機関との連携を進め，保護者の協力

を得て，充実した活動内容となっている。参加者の防災意識も向上しており，評

価は「B」であるが一定の成果が見られる。今後，課題に挙げられているような

「実効性のある取り組み」「地域住民の参加の拡大」「学校と関係機関・参加者間

の連携強化」「啓発の強化」「避難所運営に必要な機能の充実」について，着実に

実現してもらいたい。 
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○施策５について 

児童・生徒にとって魅力ある学校づくりを進めるために，教職員の資質向上の

取り組みが多様な機会で行われている。 

  「指導力向上への取組」では，職層別・経験年数別研修，夏季研修，ICT活用研

修などの集合研修に加え，授業力向上推進講師の派遣指導，教育経営研究室専門

研究員の巡回指導など，多層的に力量形成が図られるような仕組みとなっている。

今後も継続してもらいたい。 

  また「人権研修の推進」について，教職員自身が人権について知識として知る

だけではなく，人権を尊重する意識と態度を身につけられるよう，より一層の充

実を期待したい。 

○施策６について 

  「特色ある教育活動の推進」では，特色ある学校づくり推進交付金によって，

部活動の外部指導員，ゲストティーチャー，学校協力員等を活用し，特色ある学

校づくりをすすめていることがわかった。また冊子の作成やホームページなどの

広報活動によって，保護者などに特色を伝える努力をしている。今後，より地域

人材の発掘・活用を積極的に進め，地域とのつながりを強めていくことが必要だ

ろう。 

  「中学校選択制の実施」については，小学生向けのチラシを作成するなど，適

切に選択制が実施できるよう取り組まれている。多様な立場・関係者の意見を定

期的に聞きながら，制度をどう展開していくのか，丁寧に吟味する必要があるだ

ろう。 

○施策７について 

さまざまなニーズを持つ児童・生徒が，自分の能力を発揮し，成長していくた

めに，個に応じた支援・および指導の充実は重要な課題である。 

  「特別支援教育の推進」「教育相談の充実」「いじめ，虐待，丌登校等の把握と

連携・支援」など，それぞれのニーズや課題について，個別に丁寧に対応するし

くみとともに，当事者の立場にたった理解や評価・点検を行う努力をしていくこ

とが期待される。 

○施策８について 

  「快適な教育環境の整備」「老朽化・長寿命化対策の推進」「避難所機能の充実」

など，安全・安心な学校施設づくりに向けて，着実に実現している。豊かな学び

を創り出すための環境づくりとして，今後も適切に推進していってほしい。 

○施策９について 

  学校・家庭・地域の連携は現代の教育をめぐる主要な課題のひとつであるが，

さまざまな事業を通してその実現が図られている。 

  「地域人材等を活用した教育支援」では，学校支援地域本部コーディネーター
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情報交換会を開催するなど，連携を深めるための取り組みが行われている。今後

は，コーディネーターやボランティアなど地域人材の確保が重要な鍵となってく

るが，地域ぐるみで学校を支える体制づくりと地域人材の育成・地域のつながり

づくりを学校を拠点として進められるよう，関連部署で協働して取り組んでもら

いたい。 

○施策１０について 

学校以外の場で，青尐年が地域のなかでの交流を通じて成長をしていくことを

支える事業が，さまざまに展開されている。 

  「リーダー養成講習会の実施」「青尐年交流・体験事業の推進」など，青尐年が

多様な世代との交流や多様な場での体験を通して，主体的に学び成長する機会が

用意されている。今後，参加者や協力者をさらに拡大するために，広報活動を工

夫したり，関連機関と連携したりして，さらに活発な活動となることを期待した

い。 

○施策１１について 

公民館・図書館など地域の生涯学習の拠点施設において，豊かな学習機会が提

供されている。また市内において自主的に展開されてきている団体などの活動を

支援することを通して，地域の学び合いが活性化することに取り組んでいる。さ

らに，障害のある児童・生徒の自立支援活動支援を通して，生涯学習にアクセス

しづらい人々も，交流し楽しみながら学び続けられるように事業が展開されてい

る。今後もこうした多様な市民のニーズ，時代のニーズに合わせた学習機会を提

供するとともに，学んだ成果を地域に活かすしくみづくりにも，より積極的に取

り組んでいくことを期待したい。 

○施策１２について 

  郷土博物館・実篤記念館という拠点を活用し，地域ゆかりの文化・歴史の資源

を保存・活用がすすめられている。 

  「郷土の歴史・文化及び武者小路実篤を核とした特色ある事業の展開」では，

館内での展示活用だけではなく，さまざまな講演会，講座，見学会，体験教室な

どを行い，充実した活動が実現されている。 
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(2) 東京純心大学副学長 吉澤 良保 

重点プロジェクトについて 

○総評 

組織横断的に７つのプロジェクトを実行していくためには計画と強力なリーダ

ーシップが必要である。その点，本市は「かかわり・ぬくもり・学び合い」をキ

ーワードにした「調布市教育プラン（平成27年－30年度」」を策定し，その実現

をはかるべく，開かれた教育行政をめざす改革改善を実行する中で，市の実態を

踏まえた学校教育，社会教育への取組をはかる施策を着実に推進していることが

重点プロジェクトをとおして確認できる。 

○重点プロジェクト１について 

教育委員会制度の改革・改善に伴う丌安解消のために，制度改革のポイントに

かかわる事例を情報発信し，学校，家庭，地域社会の関係者に丁寧に説明してい

くことが期待される。また，ステークホルダーである市民，住民，マスコミ関係

者への説明も同様にしていくことが求められる。 

○重点プロジェクト２について 

今後，中学校では特別支援学級（固定級）対象の子供たちが増加傾向にあるこ

とが予想されるため，教室の増設や巡回訪問の体制づくりが期待される。 

○重点プロジェクト３について 

いじめ対策について，学校いじめ対策基本方針と『生徒指導提要』（文科省）を

もとに各種の施策を推進していくことが望まれる。また，丌登校対策委員会と教

育支援コーディネーター室，その他各種委員会との連携を強化し，貣困の連鎖が

生じないようにすることが強く望まれる。 

○重点プロジェクト４について 

防災，防犯，疫病，放射能などの施策の立案，実行に際して，教育委員会と学

校，関係諸機関の連携が問われるが，シックハウス，食物アレルギー，丌審者，

通学路等の事例を共有し，謙虚に着実に，確実に臨まれることを期待している。 

○重点プロジェクト５について 

中長期的には小学校は増加傾向にあるが，中学校は予断を許さない状態である。

そのため，中学校における（部活動，選択制，生徒指導）の充実は勿論のこと，

授業内容における（問題解決的な学習の充実，アクティブラーニングの充実，道

徳科の充実）に向けた研修機会を増やしていくことが期待される。 

○重点プロジェクト６について 

校庭の芝生化をきっかけとした学校・家庭・地域社会との連携の工夫が必要で

あり，学校評議員・学校関係者の出番があると期待できる。 

○重点プロジェクト７について 

調布市社会教育計画にもとづく生涯学習振興プランの確実な実行を期待する。 
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施策について 

○総評 

教育目標の実現のために５つの基本方針のもとに，学校教育，学校環境，学校・

家庭・地域の連携，生涯学習・社会教育の４分野で１２の施策と４４事業を展開

している。とくに，①豊かな心の育成での道徳授業地区公開講座，②算数科にお

ける尐人数習熟度別指導，③校庭の芝生化，④中学校学校選択制などの実施は成

果が確認できる。その一方，ア）情報モラル教育，イ）体力向上への支援，ウ）

防災教育の日の推進，エ）学校アセスメントの充実，オ）個に応じた支援及び指

導の充実などではその課題も生じていることが分かる。 

○施策１について 

・道徳授業地区公開講座への保護者の授業参観が延べ9,589名，意見交換会への

参加が2,425名となっており評価できる。 

・情報モラル教育の推進では平成25，26年度でＢ評価であり，単に警察署員に

よるセーフティ教室等といった内容ではモラル指導になり，ねらいとする情報

モラルの指導から離れていくのではないか。検討が必要である。 

○施策２について 

東京都学力調査で本市の小学校算数，中学校理科での学力向上が確認できる結

果が出ている。今後においても小学校算数における東京方式尐人数・習熟度別指

導による調布市ベーシックプランのより一層の拡充が望まれる。 

○施策３について 

・子供の体力向上推進優秀校に２校が表彰されるなど体力向上に向けた取組（一

校一取組，一学級一実践）が図られる一方，中学生女子の運動能力の低下が顕

著になるなどの課題も生じており，対策が必要である。 

・家庭や地域を対象に特色ある食育講演会を企画するなど幅広い食育推進活動を

行っており評価できる。 

○施策４について 

災害時に自らの命は，自らが守るといった自助意識と，地域住民が助け合う互

助意識の大切さは理解できているが，訓練となると参加者が減尐する傾向にあり，

参加者を増やす啓発活動を如何に工夫していくかが課題である。ヒヤリハット等

の情報を共有できるようにする具体的な対策が望まれる。 

○施策５について 

性的マイノリティにかかわる（こころのマイノリティ，からだのマイノリティ，

異性へのマイノリティ）に関する共通理解，即ちＬＧＢＴといったとらえ方に偏

向することなく学校，家庭，地域社会が同一歩調で取り組む必要が生じてくると

考える。 
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○施策６について 

中学校学校選択制の実施（小学校向けパンフレットの作成，応募者多数の中学

校での抽選）が丁寧になされており評価できる。 

○施策７について 

事業名２５は重要課題（いじめ，虐待，丌登校）をひとくくりで扱っており分

割して対処していく必要がある。 

○施策８について 

校庭の芝生化の推進とともに，学校・家庭・地域社会との有機的連携をより一

層工夫していく必要がある。 

○施策９について 

学校教育全般にわたる評価者（学校評議員）と，経営改善についての意見を求

める学校関係者評価委員との相違について，より明確に市民，保護者に説明する

必要がある。 

○施策１０について 

放課後子供教室（ユーフォー）事業を民間委託し，学童クラブとの有機的連携

のために児童青尐年課が担当するなどその取組が期待される。 

○施策１１について 

障害のある子供たちへの支援活動充実のために，市報，ホームページ，大学等

への情報発信を今後とも継続して実施することが期待される。 

○施策１２について 

身近な地域への愛着心を育てるのに有効な実篤記念館事業と郷土博物館事業の

連携がなお必要である。 
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(3) 帝京大学教育学部初等教育学科教授 若林 彰 

重点プロジェクトについて 

○総評 

・どのプロジェクトも調布市にとって大変重要なものであり，重点プロジェクト

として設定し，取り組まれていることに敬意を表したい。 

・プロジェクトと施策の関わりが若干分かりづらい。プロジェクトの内容は，施

策の中の44事業の内容から取り上げられている。プロジェクトの位置づけは，

施策を進めることなのか，或いはプロジェクトとして何か特別な取組みがある

のか，明らかにするとよい。 

・プロジェクトの取組み内容に軽重があるように感じる。特に重点プロジェクト

３及び重点プロジェクト７は多岐にわたる内容と感じる。重点プロジェクト５

と重点プロジェクト６は連携を深めても良いと思われる。取組内容を精査し，

検討を深めてさらにバランスの良い取組みとして頂きたい。 

○重点プロジェクト１について 

・昨今の調布市の課題解決に向けて，法改正に合わせた新しい教育委員会制度に

期待する。組織改正により，学校現場にとって「目に見える成果」があがるこ

とを期待する。 

・市長部局との連携が深まることは喜ばしいことであるが，併せて教育の独立性

も確保できるよう願う。 

○重点プロジェクト２について 

・情緒障害等通級指導学級の児童・生徒数が増加しているなかで，特別支援教育

の充実は極めて重要であり，このプロジェクトのさらなる推進を願う。 

・さらに，学校教育終了後，市民として活躍できる支援の充実も，福祉の観点か

らだけではなく，教育側からのアプローチする観点も，プロジェクトを進める

中で視野としてもっておくことも検討願いたい。 

○重点プロジェクト３について 

・児童・生徒が抱える生徒指導にかかわる問題は，基本的かつ重要な課題であり，

重点プロジェクトとして取り上げて取り組んでいることを大いに評価したい。 

・反面，多岐にわたる内容となっているきらいがある。いじめ，丌登校，子供の

貣困を一つにして重点プロジェクトとして取り上げるのは，内容が広がりすぎ

る感がある。特別支援，幼保小の連携，学力向上等まで重点プロジェクトとし

て取り込んでいるのは，取組みへの意欲を感じ好ましいが，「重点化」の視点で

見直すことも検討してはいかが。 

○重点プロジェクト４について 

・児童・生徒の安全・安心の確保は，何事にも優先することであり，それに向け

た学校の危機管理を重点プロジェクトとして取り上げていることは，大いに評
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価したい。 

・危機を未然に回避するリスクマネジメントを学校において高めることは極めて

重要であり，さらなる充実を願う。並行して，事件・事敀が起きたときの被害

を最小に食い止めるクライスマネージメントについても検討を進め，取り上げ

て頂きたい。 

○重点プロジェクト５について 

・今後，調布市の教育人口の増加が予想される中，施設老朽化を頄立てして計画

していること，多くの費用がかかることを受けて，特別教室の改修，増築など

工夫されていることを評価したい。 

・全国的に，地域連携が重視されている。学校施設整備の際には地域連携の視点

を加えた学校施設の整備にも取り組んで頂きたい。 

○重点プロジェクト６について 

・施設の老朽化対策は，重要，且つ深刻な問題と捉える。安全な教育環境の構築

のベースとなることであり，効果的な取組みを通して，プロジェクトのさらな

る充実を期待する。 

・今後は重点プロジェクト５との連携あるいは一体化についても検討してみては

いかが。 

○重点プロジェクト７について 

・生涯にわたって学び続け，成長していくことの仕組み作りは極めて重要であり，

この重点プロジェクトの必要性を強く感じる。取組み内容を広く発信し，市民

へ確実に啓発して頂きたいが，それだけに，重点プロジェクトの内容が広く，

進め方に工夫を要すると感じる。 

施策について 

○総評 

・前年までの施策数24を施策数12に分類し直し，事業についても見直しを進め

て44の事業として取り上げたのは，重複する部分が減尐し，大変わかりやすく

なり，大いに評価したい。施策数，事業数は数としては減ったが，全般的に，

丁寧な施策，事業展開であることを感じる。 

・知徳体の育成を施策1から展開し，さらに昨年，調布市として課題として取り

上げてきた食物アレルギー，シックハウスなどを中心とした安全・安心の問題

や教職員の資質向上を施策として取り上げ，確実に推進されていることを評価

する。 

・学校教育と社会教育の融合の観点から施策９を設置し，その後に社会教育の施

策を続けていることも効果的である。 

・貴重な文化財産の多い調布市として，施策12として歴史・文化遺産の保全を確

実に取り上げ，推進されていることを大いに評価する。 
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○施策１について 

・事業１における「命の授業」の実施については，児童・生徒の心の育成に大き

な成果が期待され，高く評価する。重点プロジェクト３のいじめ問題との連携

を重視しているのも大変よい。 

・事業３において，道徳の教科化に関わる国の動向を今後もしっかりと見極めて

推進されたい。道徳地区公開講座の保護者・地域参加者の学校栺差について，

今後講座の在り方について検討が必要である。 

・情報モラルの向上は喫緊の課題である。評価「B」の原因を確実に分析され，

それらを踏まえた対応を願う。 

・事業５の移動教室については，様々な体験活動が行われ高く評価する。中学校

のスキー教室については，古民家での体験は効果的である。さらに雪国体験な

ども加えて，より有意義な活動になるよう工夫されたい。 

○施策２について 

・事業６，小学校の外国語活動の推進については，課題の検討・情報交換などの

積極的な取組みを進められていることを高く評価したい。さらに小中学校の指

導の関わりについても検討を進め，外国人講師の効果的な活用をさらに図られ

たい。 

・事業７のICT機器の活用で，タブレット端末の活用により，特別支援学級での成

果があがっていることは素晴らしい。さらにその成果を蓄積し，今後の通常学

級での取組みに生かすよう検討を進めて頂きたい。電子黒板の活用も成果が期

待できる取組みである。教師の意識改革が重要であると考える。 

・事業10において,学校図書館専門嘱託員の配置は，読書量を高める取組でもあり，

さらなる継続・充実を期待する。今後，読解力，資料活用能力の向上などの育つ

力の分析にも取り組んではいかがか。 

○施策３について 

・健やかな体の育成で，運動面だけでなく食の面からもアプローチしていること

は大いに評価する。 

・事業11では，体力向上に向けて様々な取組みを実施し，成果をあげているのは

大変好ましい。日々の体育授業の充実を体力向上の基本としていることが何よ

りも素晴らしく，高く評価したい。今後，中学生女子の運動能力の向上も期待

できると考える。 

・事業名１３の食育の推進について，食に関する指導計画を小中学校全校で作成

して進めているのは，高く評価したい。食育の推進が充実していることを感じ

る。 

○施策４について 

・事業14の食物アレルギー対策は，調布市としては特に重視する必要があると考
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えるが，様々な分野を見据え，充実した「対応と予防」の取組みは大いに評価

出来る。アレルギーの有無にかかわらず全ての児童・生徒へ食の指導を広げ，

充実させているのも大変良い。 

・事業16，防災教育の日の推進は，3年間の継続した取組みにより成果があがっ

てきていると評価する。全市を挙げて取り組む事業であり，参加者のさらなる

増加のための工夫を期待する。 

・事業17，通学路等の安全確保においては，交通事敀防止に向けて様々な取組み

を実施していることを評価したい。事業15の安全教育と連動させ，指導と安全

確保を両輪とする充実した取組みとなることを期待する。 

○施策５について 

・教員研修を重視し施策として取り上げたことを評価したい。 

・若手教員の資質向上を中心とした指導力向上の研修は，未来の調布市の教育充

実への期待が高まる。さらなる充実を図られたい。併せて，10年次研修以降の

経験豊かな教員の研修も工夫され，学校のリーダーとして活躍されることを期

待する。 

・人権教育は全ての教育活動の根幹をなすものであり，市内全ての教員一人一人

を対象として，取り組んでいることを評価したい。 

○施策６について 

・事業21において，特色ある学校作り推進交付金は，各校の教育充実に成果を上

げているということについて，評価したい。今後，「特色ある教育活動」の概念

規定を行うとさらに成果が高まると考える。 

・中学校の選択制度について，学区域だけに縛られることなく，自分が行きたい

学校を主体的に選択できるシステムが存在することは大いに評価できる。ただ

し，地域コミュニティの充実とは逆行する動きでもあり，学区域外の学校を選

択した生徒の個性伸長，学力向上，満足度などについて追跡調査・分析し，さ

らにシステムの強化を図られたい。 

○施策７について 

・東京都の特別支援３次計画に基づいて，市内の情緒障害学級担任による巡回指

導のシステムが構築され，実施が始まったことは大変素晴らしい。教材教具に

ついては今後の充実に期待する。通常学級における通級学級に通う児童の個別

支援計画の作成が100％なったことについても大いに評価したい。 

・事業24の教育相談の充実において，学校に行きづらい子供の集いは，大変効果

的な取組みであると評価する。今後も継続・充実を期待する。 

・いじめ防止対策基本方針のもと，様々な取組みを行っていることを評価したい。

成果と課題を具体的に分析し，さらなるいじめ防止の充実を期待する。また，

丌登校児童・生徒が原籍校復帰或いは学校との関わりがもてていることに担当
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の努力を感じ，評価したい。若干事業展開が広すぎる感がある。 

○施策８について 

・事業26，快適な教育環境の整備では，校庭の芝生化が滝坂小学校で実施され，

喜ばしく感じる。日頃のメンテナンスに課題もあることも聞くので，学校の負

担を減らす出来うる限りの援助を願いたい。 

・事業28において，学校施設を避難所として整備を進めることは極めて重要であ

る。学校教育に支障をきたさないようご配慮を願いたい。 

○施策９について 

・事業29において，学校地域支援本部コーディネーターの情報交換会の開催によ

り，コーディネーター間の連携が深まったことは大いに評価できる。地域人材

については人材の固定化が課題でもあるので，新しい人材の発掘についての支

援も進めて頂きたい。 

・事業30は素晴らしい取組みである。人的配置による支援など，さらなる充実を

期待する。 

・事業33は，調布市の貴重な文化遺産を次世代に引き継ぐ取組みであり，館内，

館外共に充実しており大いに評価する。 

・事業34において，情報誌「コラボ」の取組みは啓発に成果が期待できる。広報

誌は配布の在り方が重要と考えるが，配布方法など検討し，市内へさらに広ま

ることを期待する。 

○施策１０について 

・事業35において，リーダー講習会は今般重要と考えるが，受講者が減尐傾向に

あることが残念である。社会状況等が背景にあるとも思われるが，社会のニー

ズなども分析され，活動内容の工夫や広報活動を充実発展させ，受講者の増加

につなげていくことを期待する。 

・事業36において，市制60周年に向け子どもの意見を市政に反映させる仕組み

は，大きく評価したい。 

・事業37において，ユーフォー事業が全校に拡充されるとともに内容の充実が図

られていることを大きく評価する。拡充に伴って様々な課題が出てくるであろ

うが，食物アレルギーの問題には丁寧な対応をのぞみたい。 

○施策１１について 

・事業39では，たくさんの読書にかかわる取組みを実施しており，すばらしい。

利用者が固定化することなく，広がりの方向にあるのか見極め，さらなる充実

を期待する。 

・事業41において，学習グループへの助成など，市民の文化活動の向上に寄不し

ていることを評価したい。学習グループの資栺，条件などの基準は明らかにす

る必要はないか？ 
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・ハンディキャップサービスは極めて重要な取組みであり，文化度のバロメータ

ーでもある。きめ細やかな取組み，対応を評価したい。トラブルが起きた時の

対応など，マニュアル化するのも一手である。検討願いたい。 

○施策１２について 

・調布市の歴史・文化遺産は大変貴重で，価値の高いものばかりである。それら

を保全していくことは，次世代に調布市の文化を引き継ぐことである。今後も，

さらに取組みを充実していただきたい。 

・事業43において，郷土芸能の後継者育成で，子どもチームが継続して活動して

いるのは喜ばしいことであり，今後もさらなる支援を願う。 
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