
０５　学校教育の充実

縮小 統廃合

廃止
・
休止

有効性 効率性 公平性

参加
と

協働

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 25,000

市費スクールカウンセラーを全小・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全校配置されてお
り，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に対応し

 た。
小学校の相談件数は前年度より増加（相談件数１５，４１５件　前年度
１４，７９１件）し，中学校の相談件数は前年度より減少（相談件数
４，６２３件　前年度６，２４２件）した。また，小学５年生，中学１年生
に対して，全員面接を実施し，児童・生徒が相談しやすい関係づくりに努め

 た。
スクールソーシャルワーカーにおいては，学校での教育相談で解決すること
が困難な状況であり，家庭的な要因が多くを占めているような案件につい
て，より効果的な家庭支援を推進した。また，発達障害に関する相談につい
ては，保護者や学校へ適切で迅速な情報提供と支援を行うよう努めた。

○ ●

東京都公立学校（都費）スクールカウンセラーが全校配置されているこ
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とと
もに，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。
児童・生徒が相談しやすい関係づくりを推進するため，平成２８年度も

 小学５年生，中学１年生を対象に全員面接を実施する。
スクールソーシャルワーカーによる援助が必要な事案が，年々増えると
ともに長期化する傾向にあるが，教員のスクールソーシャルワーカーに
対する認識が不足している実態があるため，教員におけるスクールソー
シャルワーカーの認識を高め，活用について周知する取組を行ってい
く。

2

中学生の
職場体験
学習の推
進

指導室 344

多くの事業所の協力をいただいたことにより，全市立中学校の２年生が，概
ね５日間の職場体験に参加することができ，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。
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た，いつもと違う自分の一面を見つ

 けた気がしたなどと感じたことが把握できた。
関係諸機関との連携強化のほか，リーフレットの内容を充実させ，協力して
いただける事業所の拡充に努めた。また，ポスターに受入事業所名の記載等

 ＰＲの拡充を図った。
体験事業の推進に関し，長年受入れをしていただいている事業所に感謝状を
贈呈するなど，本事業に対するより一層の理解及び推進を図ることができ
た。

○ ●

引き続き，全市立中学校の２年生を対象として，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での周知，ポスターへの受入

 事業所名の記載など，さらなる充実した広報活動を行っていく。
また，長年，中学生の受入れに御協力いただいている事業所には，感謝
状を贈呈していく。

3
学校図書
館の活用
の推進①

指導室 68,002

各小・中学校に学校図書館専門嘱託員を配置し，司書教諭，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本のテーマごとに置き場を整理するなど環境整備を

 行い，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の担当者（指
導室の学校図書館担当の職員）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。

○ ●

平成２８年度から，１８学級以上の学校には週３０時間，３０学級以上
の学校には週４０時間，学校図書館専門嘱託員を配置するという基準に

 基づき，体制を充実させていく。
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，引き続き，図書館との連携を深めながら，学校図書館の運営
を充実させていく。

4
不登校児
童生徒へ
の支援

指導室 8,050

小学校適応指導教室「太陽の子」には，平成２８年３月末日現在で１７人
（卒業生６人）が通室しており，都費非常勤教員３人，市費非常勤職員３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２８年３月末日現在で１５人
【うち試験通級９人】（卒業生５人【うち試験通級１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１４８回の派遣を行った。

 「テラコヤスイッチ」は，年間で３８回実施した。
不登校に関する市内全体の実態把握や対応状況の共有のほか，関係諸機関と
の連携・調整を図るため，「不登校対策委員会」を新たに設置した。

◎ ●

「太陽の子」及び「相談学級」について，今後も支援を充実させていく
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。
平成２７年度から新たに設置した「不登校対策委員会」を活用して，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
及び調整を図っていく。

5
宿泊体験
事業の体
系化

指導室 19,273

 小学校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，宿泊体験学習の実施前と実施後に児童に対して行ったアンケートの結
果からは，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。 ○ ●

小学校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，本事業が文部科学省で取り組んでいる「いじめ対策総合推進事
業」の対象となっていることを踏まえながら，宿泊体験事業全体での体

 系構築に向けて検討を進めていく。
更に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。
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6
少人数学
習指導の
推進

● ● 指導室 48,042

全小学校へ少人数指導講師（主に１・２年生対象）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（主に５・６年生の理科授業）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。

平成２８年度は，少人数指導講師を増員し，大規模校等に配置してい
 く。

理科支援員の活用の充実を図るため，年間の勤務時間数等について検証
していくとともに，情報交換等の機会を設定するなど，理科支援員の資
質を向上させるための取組を行う。

7
教職員研
修の推進

指導室 714

初任者研修，２・３年次研修等の若手教員を対象とした指導力向上のための
必修研修，また，１０年経験者研修，主幹研修，主任研修などの職層に応じ
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実施していく。ま
た，各学校で実施している校内での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，より効果的な教員の資質向上を図って

 いく。
調布市授業力向上推進講師については，各校から講師に相応しい教員を
抽出し，指導・助言に有益な資料を提供したり，積極的な活用に努めた
りすることで，講師・若手教員ともに指導力向上への意欲や自覚を高め
られるようにする。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 251

市制施行６０周年・姉妹都市交流３０周年記念事業として，教育委員会主催
の親子料理教室を７月～８月に５日間開催し，親子で食育について理解を深

 める機会を提供することができた。
食育講演会に関しては，実施内容等を改善するため，平成２７年度は実施を
見送り，学務課・健康推進課・小学校・保育園の栄養士による業務連絡会に

 おいて，市・教育委員会の連携に向けて検討を進めた。
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，地場の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，教育委員会主催の親子料理教室や市と教育委員会の共催による
食育講演会を通じて，食育についての理解を深める取組を一層推進す

 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，引き続き，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更なる事業連携につい

 て検討する。
学校・市内農家の連携に関しては，地場農産物の給食使用等について，
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
外の既存の取組も含め，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

教育相
談所

46,619

スクールサポーターを全小・中学校に配置し，また，派遣型として５人を必
要に応じて派遣することで，特別な配慮を要する児童・生徒に対するきめ細

 かな支援を行った。
インクルーシブ教育システム構築モデル事業を調和小学校で実施し，検証結

 果を各校に周知し，特別支援に関する教員の意識啓発を図った。
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２０１回）。
検証委員会を２回実施したほか，校内検討委員会を５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，派遣型
スクールサポーターについても確保することで，引き続き，きめ細かな

 対応に努めていく。
平成２８年３月に改定した調布市特別支援教育全体計画に基づき，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
り組むとともに，インクルーシブ教育システム構築モデルスクールの実

 践研究で得た知見を，市内各小・中学校に普及させていく。
特別支援学級では，ＩＣＴを活用した授業に関する研究を行い，教材・

 教具の効果的な活用を図る。
平成２８年４月からは，新たに都費により特別支援教室専門員を小学校
全校に配置し，支援体制の充実につなげていく。

10

地域人材
を活用し
た教育活
動推進

● ● 指導室 4,504

 第五中学校に６校目となる学校支援地域本部を新規開設した。
若葉小学校学校支援地域本部の活動において，地域の人材や特性を活かした
独自の取組を積極的に行っている功績が認められ，文部科学大臣表彰を受賞

 した。
各校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つけ

 ることで，特色ある学校づくりの取組を推進した。
また，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。
 

◎ ●

「学校支援地域本部検討委員会」から「学校支援地域本部推進委員会」
へ名称変更し，地域全体で学校の教育活動を支援する体制づくりの更な

 る推進を図る。
学校支援地域本部の設置校については，今後も事業を継続し，コーディ
ネーター情報交換会や先進校への訪問等を通じて，情報を得る機会を設
ける。また，コーディネーターをボランティア連絡会へ招き，交流の場

 を設けることで人材確保等につなげる。
平成２８年度から国の補助対象が部活動及び土曜日学習に拡充したた
め，中学校への設置を重点的に進め，小・中学校ともに地域全体で学校
教育を支援する体制を促進していく。
既に設置している学校における取組成果を各校に周知することで，各校

 における今後の取組に活かしていく。
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11
特色ある
教育活動
の推進

● 指導室 30,617

各小・中学校において，各校の特色や特性に応じて，事業を計画・立案し，
「特色ある学校づくり推進交付金」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行われ

 た。
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

 が行われた。
交付金を活用することで，総合的な学習の時間の授業や特別活動などにおい
て，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
層の学校支援につなげることができた。

◎ ● ●

各小・中学校の特色を活かすための「特色ある学校づくり推進交付金」
の更なる効果的な活用に向けて，学校訪問等の際に各学校の取組状況，
方針を把握したうえで，積極的に特色事業に取り組んでいる学校に対し
て，更なる支援の充実が図れるよう，年度ごとに予算内で基準を定め，

 交付金の交付決定を行っていく。

12
命の教育
活動の推
進

● ① ● 指導室 3,617

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，専門家による公開講座を

 実施した。
また，児童・生徒及び教員に対する救命講習や応急手当普及員講習を実施し

 た。
普通救命講習については，中学３年生及び小学６年生を対象として実施し，
上級救命講習については，市立小・中学校全教員の認定を目指して実施し

 た。
「いのちと心の教育」月間（１２月）においては，自他の生命（いのち）を
大切にすることや，一人一人の違いを認め合う道徳の授業の充実を図った。

○ ●

学校・保護者・地域における一層の防災意識の向上のために，「調布市
防災教育の日」には「命の授業」を行い，専門家による講話や地域の防

 災訓練を実施していく。
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。
「いのちと心の教育」月間（毎年１２月）においては，引き続き，自他
の生命（いのち）を大切にすることなど，道徳の授業の充実を図ってい
く。

13
小・中学
校施設の
整備

● ② ●
教育総
務課

2,318,922

 若葉小学校で不足教室への対応として，普通教室整備工事を実施した。
第二小学校ほか３校で特別支援教室改修工事を実施し，特別支援教室の開設

 準備を進めた。
第一小学校ほか３校で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，また，第二小学校ほか４校の屋上防水，富
士見台小学校ほか３校の校舎外壁，第一小学校ほか６校の受変電設備等を改

 修し，老朽化対策を実施した。
第一小学校・滝坂小学校で給食室改修を実施し，老朽化対応に併せて食物ア

 レルギー対応を行った。
緑ケ丘小学校で一部校庭の芝生化を行うとともに，第七中学校・第八中学校

 で水飲栓の直結給水化を実施し，学習環境を改善した。
若葉小学校及び第三中学校について，耐久性調査を実施した。

◎ ●

引き続き，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とともに，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。
水飲栓の直結給水化の対応については，平成２８年度での完了を目指す
ほか，学校施設の老朽化対策として，実際の老朽化状況等を踏まえた建
替えや長寿命化を含めた施設整備方針の策定を行うため，平成２７年度
に引き続き，平成２８年度においても，２校を対象として，耐久性調査
を実施する。

5 0 0 0 8 2 0 0 0 計

38.5 0.0 0.0 0.0 61.5 15.4 0.0 0.0 0.0 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。


