
継続A学校教育との連携事業の推進33

31 幼・保・小及び小・中連携の推進 A 継続

32 学校アセスメントの充実 A 継続

事業
番号

主要事業名 目標達成度 事業展開

施策振返りシート

施策 9 協働の学校づくり 施策主管
課長

指導室長
神谷　出

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　学校を取り巻く地域や家庭，関係機関との連携を図り，地域に根差した学校経営の支援体
制の強化を図る。

２　背景（ＰＬＡＮ）
　家庭教育や地域での教育が困難になっている社会と指摘されている状況にあって，学校・家庭・地域が子ど
もの教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚し，相互の連携と協力に努めることが求められている。
　文部科学省においては，保護者や地域が学校の様々な課題解決に参画し，それぞれの立場で主体的に子ども
たちの成長を支えていくための仕組みとしてコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を推進してお
り，学校・家庭・地域の連携・協働体制の構築として，チーム学校の在り方が重要視されている。
　学校・家庭・地域の三者それぞれが，子どもの教育に関する情報や目標を共有し，互いの意見を交換し合い
ながら，積極的に教育に参加することができるよう，地域に根差した学校経営の支援を推進する必要がある。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○地域人材等を活用した教育支援
・学校支援地域本部事業を活用し，地域人材等が学校教育に参画できる体制づくりを各校に設置した経営支援部と関連付
　け，深大寺小，若葉小，国領小，滝坂小，第五中及び第八中において推進した。
○幼・保・小及び小・中連携の推進
・小一プロブレムの解決につなげる就学支援シート等の活用の検討・協議を幼保小連携検討会議で行い，提出状況の向上が
　図れた。また，各中学校区において小・中連携を推進するために，出前授業や教員研修等の連携を図り，中一ギャップの
　解消に取り組んだ。また，入学前ガイドを作成し，幼稚園・保育園に入学までに子どもたちに身に付けさてもらいたい学
　校の意向を伝え，連携を図ることができた。
○学校アセスメントの充実
・学校評議員・学校関係者評価委員全体会を実施し，学校経営や学校評価への関わり方を説明し，学校経営の改善が図れる
　ようにした。
○学校教育との連携事業の推進
・郷土博物館で，私立を含む延べ３５校，2,014人の児童・生徒が郷土の歴史・文化遺産について学んだ。実篤記念館で，
　私立を含む延べ４校，２６４人の児童・生徒が実篤の生涯や業績について学んだ。
○家庭教育への支援
・家庭教育セミナーは，実施校が昨年度に比べて３校増えるとともに，ＰＴＡ自身が知りたい内容で講演を実施したことに
　より，家庭教育の支援に寄与できた。
○これらの結果から，地域に根差した学校経営の支援体制の強化を図ることができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○学校経営への支援
・指導室事業の精選を図るとともに，各学校の校務分掌に設置された経営支援部を活用し，学校における事業の精選や事務職員の業務分担
　を明確にするなどして，学校経営を円滑にする体制を推進する。
・各学校に配置された経営支援員を活用し，経営支援部の機能を高める。
○地域人材等を活用した教育支援
・学校支援地域本部を増設し，学校支援コーディネーターの研修を充実させ，地域人材等の学校教育への参画を充実させる。
○幼・保・小及び小・中連携の推進
・就学支援シートの提出状況を把握し，個別指導計画の作成・活用につなげていく。また，小学校全校で中学校出前授業や体験授業の実施
　を行う。
○学校アセスメントの充実
・学校評議員・学校関係者評価委員会で調布市教育大綱の概要を説明し，連携テーマにある調布市におけるオリンピック・パラリンピック
　教育について理解を深めさせる。学校評価の取組に学校間格差が生じないよう全校に働きかけ，学校経営の改善につながる評価活動を推
　進する。
○学校教育との連携事業の推進
・郷土博物館については，団体見学が集中する時期には，展示を学習指導要領に沿った内容にすることで，学校の郷土博物館利用を促進す
　る。また，実篤記念館については，市内小・中学校に対して実篤に関する資料・情報を提供するとともに，学校教育との連携を深める試
　みを継続し，職場体験等を通じて実篤や記念館に親しむ機会を増やす。
○家庭教育への支援
・社会教育情報誌「コラボ」の紙面等の広報活動を通じて家庭教育セミナーの参加者を増やす。

29 地域人材等を活用した教育支援 A 拡充

34 家庭教育への支援 B 拡充

30 学校経営への支援 B 拡充
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協働の学校づくり

主要事業評価シート

9

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○学校支援地域本部コーディネーターの役割の明確化と資質の向上
・「学校と地域を結びつける調整役となる」ことが役割であることを，すべてのコーディネーターが理解し，資質・能力を
向上させる必要がある。
○学校支援地域本部コーディネーターの人材確保
・コーディネーターが組織的に学校地域支援本部の運営ができるよう，コーディネーターとしての資質・能力を備えた複数
の人材を確保する必要がある。
○学校支援地域本部の事業を実際に動かすボランティアの人員数が不十分であり，さらに人員を確保していく必要がある。
○各学校でより地域に開かれた教育活動を推進するために，学校支援地域本部の活動を未配置校や地域などへ広く周知する
　ことが課題である。

29

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　学校支援地域本部の活用や，地域人材を活用した支援体制の構築を図り，地域に開かれた教育活動を推進す
る。
・学校支援地域本部設置校の管理職を対象とした連絡会（学校支援地域本部推進委員会）を開催し，体制の充実
　や活用の推進を図る。
・学校支援地域本部コーディネーターを対象とした情報交換会を開催し，各校の取組を共有することで学校支援
　地域本部の運営の向上を図る。
・各学校の特色及び実態を踏まえ，学校支援地域本部の設置校を拡大する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○学校支援地域本部検討委員会の開催
・年２回開催（６月と３月）
○学校支援地域本部コーディネーター情報交換会の開催
・年２回開催（３月に２回開催）　参加者１０人（６校から参加）
○新規学校支援地域本部設置校
・第五中学校で学校支援地域本部を設置（市内全体で小学校４校，中学校２校）
○ホームページによる取組紹介やたよりの発行による活動の周知

・学校支援地域本部検討委員会を年２回開催したことで，それぞれの学校の取組を情報交換することができ，自
　校の活動について評価する貴重な機会となった。また，それぞれの地域の特色や学校支援地域本部を運営する
　上での課題等について意見を交換できる機会となった。
・学校支援地域本部コーディネーター情報交換会を年2回開催したことで，各コーディネーターが抱える課題に
　ついてを意見交換することができた。また，コーディネーター同士の連携を深めるよい機会となった。
・平成２７年度新たに立ち上げた第五中学校において，初年度の体制づくりを行ったことに加え，学校支援地域
　本部を活用し，職場体験先の事業所への連絡業務や英語検定監督補佐等を実施した。
・既に学校支援地域本部を設置している学校において，若葉小学校では学習支援や体験学習，国領小学校では読
　書活動や登校の見守りに活用する等，それぞれの地域や学校の特色に応じた活動を行うことができた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

○学校支援地域本部コーディネーター情報交換会の充実を図る。
○学校支援地域本部の活動について，教育委員会ホームページ及び各学校のホーム
　ページ等において掲載し，広く周知する。
○平成２８年度は，布田小学校に新たに学校支援地域本部を設置し，配置校の拡充を
　図る。
○学校支援地域本部検討委員会を「学校支援地域本部推進委員会」と名称変更し，よ
　り組織的な体制づくりを進める。
〇中学校の部活動支援や学習支援等が新たに国の補助対象となったことから，中学校
　の立ち上げを重点的に実施する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 地域人材等を活用した教育

支援

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

学校経営への支援

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○経営支援部の充実
・各校に設置されている経営支援部の機能を活用し，校務の精選を図ることや，事務
　職等の職務内容をより明確にする。学校支援コーディネーターを構成員とし，外部
　人材等との渉外・調整役とする。
○経営支援員の配置の推進
・経営支援員を全小・中学校に配置し，副校長や教員等の事務作業の軽減に努める。
○指導室業務の精査
・指導主事からの通知文等を一部電子化することで作業効率を図り，その分を学校支
　援につなげる。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＢ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○副校長や教員の負担軽減
・経営支援部機能を活用し，副校長や教員の負担軽減をさらに図る。
○副校長の負担軽減を図るための人的配置が不十分であった。
・経営支援員を全校に配置し，副校長等の事務作業を軽減する必要がある。
〇指導室事業の精査を行う場合には，現在必要とされている教育課題解決の優先度を見極めることが重要とな
　る。

30

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　副校長や教員の負担軽減を図り，学校経営の支援体制を改善することで，これまで困難を極めている学校経営
への支援を推進する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○副校長への支援
・教育経営研究室の専門研究員により，副校長の抱えている課題に対してアドバイスを行った。
・教育経営研究室の専門研究員により，副校長の校務支援を行った。
○経営支援部の体制の改善及び状況調査を実施
・学校支援コーディネーターを経営支援部の構成員にして，外部人材との渉外や調整役とした。
・経営支援部の設置における効果の現状や校務改善表彰推薦校の取組を紹介し，校務改善策に反映できるように
　した。
（※学校支援コーディネーターとは，学校からのニーズを把握し，そのニーズに応えるべく，外部人材の確保や
　調整を行うなど，学校での教育活動と地域の方々とをつなぐ役割を担う方のこと。）

〇経営支援部の設置により，市内全２８校中の１６校が副校長業務が軽減され，１２校が学校全体の業務が改善
　されたと調査で回答している。
○経営支援部により，見直しが図られた内容は，「業務の洗い出し」「校務改善の組織の見直し」「事務・用
　務主事の業務の見直し」である。これらの見直しにより，業務内容の削減が図れた。また，教職員の役割分
　担が明確になり，業務割り振りの見直しが図れた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 協働の学校づくり

主要事業評価シート

9

事業主管課 指導室
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 幼・保・小及び小・中連携

の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○障害のある子どもにおいて，就学前の教育や保育を小学校にスムーズにつなげ，学
　校生活を不安なく過ごせるようにするための幼保小の連携の充実を図ること
・幼保小連携検討会議の中で，就学支援シートを提出することにおける効果や配布及
　び提出の方法等を話し，幼稚園・保育園の先生方に周知・啓発する。
・就学支援シートに関する啓発資料を就学時健診時に配付する。
・就学支援シートの提出があった対象児童について，小学校において個別指導計画を
　必ず作成し，具体的に指導及び支援に生かすよう指導・助言を行う。
・より活用しやすくするために，就学支援シートの書式を検討する。
○小・中連携推進協議会の充実
・各中学校区における課題を踏まえた教師間交流の実施回数を増やし，引き続き，中
　学校教員による小学校への出前授業等の取組の充実を図る。また，中一ギャップの
　内容を明らかにし，それに基づいた学習指導・生活指導の改善を図る。
〇他地域の取組（小・中一貫校の取組やコミュニティスクール）の成果を参考とする
　ほか，国の動向を注視する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○障害のある子どもにおいて，就学前の教育や保育を小学校にスムーズにつなげ，学校生活を不安なく過ごせる
　ようにするための幼保小の連携の充実を図ること
・就学支援シート及び個別の教育支援計画・個別指導計画の作成対象者等の保護者への周知
・就学前の幼稚園・保育園との連携の充実
○小学校と中学校における指導の連続性・一貫性の促進

31

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　就学前の教育や保育を小学校にスムーズにつなげ，小学校入学後の児童が学校生活を不安なく過ごせるよう，
調布市内の幼稚園，保育園及び小学校が共に連携し，児童の幼児期から学童期への円滑な移行を支援する。
　また，小学校と中学校における指導の連続性を効果的に進められるよう，小・中学校教師間交流や授業づくり
等の視点を重視した取組の充実を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○年4回の幼保小連携検討会議の開催
・円滑な就学に向けた取組の充実を図るために，市内の幼稚園・保育園の園長の代表と小学校長の代表が委員として出席
　し，情報交換を行った。
○就学支援シートの様式の改善及び調布市子ども発達センター主催の説明会等にて保護者・地域への啓発
○幼稚園長会及び保育園長会に参加（年１回）
○各中学校区の小・中連携事業を推進するために年２回の小・中連携推進協議会を開催
・小・中の指導の連続性・一貫性を図るため，各中学校区において協議を行った。
○各中学校区における生活指導や健全育成のため、地区協議会や保護者を対象に地域教育懇談会を実施（年２回）
○中一ギャップ解消のための，各中学校区における教師間交流の実施（出前授業，教員研修）
○各学校における指導の改善のため，教務主任会及び生活指導主任会，特別支援教育推進委員会等において各中学校区に
　分かれての情報交換の実施

○幼保小連携検討会議において作成した資料「入学前ガイド」の発行
・入学前の主な手続きスケジュール及び入学前に身に付けておいてほしいこと等を冊子にまとめることで，幼稚
　園・保育園に対して小学校生活についての理解・啓発を図ることができた。入学前の児童たちへ学校への期待
　感や心構えを教える契機となった。
○小・中連携推進協議会において，各中学校区に分かれての報告会が行われたことで，それぞれの校区における
　成果を全体に啓発することができた。
○就学支援シートについての理解が浸透したことにより，小学校への提出数が増加した。（平成２８年３月末現
　在１６０枚）

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 協働の学校づくり

主要事業評価シート

9

事業主管課 指導室
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

学校アセスメントの充実

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○学校経営計画の評価指数を，できる限りより具体的な値に改める。その達成度にお
　ける自己評価結果をまとめるよう工夫する。
○学校評議員・学校関係者評価委員全体会において，平成２８年２月に定められた調
　布市教育大綱の概要を説明し，連携テーマであるオリンピック・パラリンピック教
　育について，これまで以上に市長と教育委員会が連携しながら推進することの理解
　を図る。
○学校評議員に対してアンケートを実施し，学校関係者評価委員との違いを理解して
　いるか実態を把握する。その上で学校評議員・学校関係者評価委員会においてはそ
　れぞれの役割が明確にわかるよう説明する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○学校経営計画に反映することができる学校評価及び学校関係者評価委員会の活発な意見交換が必要である。
○学校評議員及び学校関係者評価委員全体会において，調布市の教育施策について具体的に説明する必要があ
　る。
○学校評議員と学校関係者評価委員の違いについて，学校評議員が十分に理解していない状況がある。
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②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　学校における自己評価や学校関係者による評価の充実を図ることで，学校・家庭・地域が一体となって課題の
解決に努め，学校評価を活かした学校経営の改善を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○調布市立学校評議員・学校関係者評価委員全体会の実施
・平成２７年３月に改定された調布市教育プランの概要を説明し，調布市の目指す学校教育の内容や学校評議員
　及び学校関係者評価委員の役割について説明会を実施した。
○学校経営計画及び学校経営評価報告書の作成
・市内全校が学校経営計画を作成した上で，学校評議員・学校関係者評価委員に説明し，学校教育への理解と参
　画を推進した。また，学校関係者評価委員に経営改善のための意見等をいただき，学校経営評価報告書を作成
　した。
○学校評議員にアンケートを実施
・学校の取組状況について調査を行い，改善に役立てる工夫を図った。

○調布市立学校評議員・学校関係者評価委員全体会について
・学校評議員や学校関係者評価委員の役割を理解する機会となり，学校・家庭・地域の三者が協力して学校教育
　を支援していく考えを深めることができた。
○学校関係者評価委員会の評価結果の活用効果について
・市内２８校で学校関係者評価委員が意見交換を行い，改善すべき点について，次年度の学校経営に反映するこ
　とができた。
○学校評議員のアンケート結果について
・校長が目指す学校像等は分かりやすかったかという質問に対して，「とても分かりやすかった」「分かりやす
　かった」の回答率が併せて99.2%であった。
・各校長からの学校経営計画等を使用した学校概要の説明は，校長の目指す学校像等が分かりやすいものであっ
　た。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 協働の学校づくり

主要事業評価シート

9

事業主管課 指導室
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 学校教育との連携事業の推

進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

◆郷土博物館
・学校連携授業を実施した学校に対して，アンケートを行い，学校側の意向を把握し
   て事業の取組に反映させる。
◆実篤記念館
・市内中学校を対象に，「実篤の生涯」，「実篤作品について」等の解説パネルを作
成し，図書室に掲示してもらい，学校及び生徒に対し情報発信することにより，利用
促進を図る。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
◆郷土博物館
・学校との連携と相互交流を図り，事業の充実と質の向上を目指していく。
◆実篤記念館
・記念館近隣の学校の利用が多いので，ほかの学校へも記念館利用を浸透させる必要がある。
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②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　郷土博物館・実篤記念館の館内授業，館外授業（講師派遣），資料（教材）の貸出等を実施し，郷土博物館・
実篤記念館と学校との連携を通じて，子どもたちに郷土の歴史や文化について学ぶ機会を提供し，地域社会に対
する誇りと愛情を育てることができるよう，郷土学習の取組を推進する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
◆郷土博物館
・館内授業（郷土学習展の団体見学で展示解説と民具の使用体験指導・延べ２７校1,889人）
・館外授業（学芸員を学校へ派遣し，土器づくり指導，道徳授業地区公開講座等を実施・延べ３校１１５人）
・職場体験指導（中学校１校・延べ１０人）
・資料（教材）貸出等（２校２件）
・学芸員資格取得のための博物館実習指導（大学３校延べ２９人）
◆実篤記念館
・館内授業（小学校１校１２人，中学校２校延べ107人）・館内展示（小学校１校１５点の館内展示）
・記念館見学（高校１校２０人），展覧会見学（小学校１校延べ１０４人）
・中学生ボランティア（中学校１校延べ６人）・職場体験（中学校１校延べ１２人）
・中学校教員社会体験研修（中学校１校延べ１４人）
・学芸員資格取得のための博物館実習（大学２校延べ１４人）
・博物館見学実習（大学１校２１人）

◆郷土博物館
・私立（晃華学園小学校，桐朋学園小学校）を含む延べ３１校の小・中学校，2,014人の児童・生徒が，郷土
   博物館を利用して郷土の歴史・文化遺産について学んだ。
・小学校の学習指導要領に沿ったワークシートを作成し，郷土学習展の団体見学で来館した２７校に配布・活
　用することで学習内容を深めた。
◆実篤記念館
・新たに中学校教員社会体験研修（初任者，１０年経験者）を受入れ，連携校は大学も含め７校延べ３２５人
　（前年度比３０人以上の増）となり連携を深めた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 協働の学校づくり

主要事業評価シート

9

事業主管課 郷土博物館
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

家庭教育への支援

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○ＰＴＡの家庭教育に関する活動を継続して支援する。
○家庭教育セミナー開催校を増やし，開催内容を充実させるとともに，市報ちょうふ
　やホームページ，ツイッター，社会教育情報誌「コラボ」の紙面等の広報活動を通
　じて家庭教育セミナーへの参加を促す。
○社会教育情報紙「コラボ」については，昨今の社会情勢や，メディアをとおして取
　り上げられている話題などから家庭を取り巻く状況を踏まえて，専門家にコラムの
　執筆を依頼する。また，子どもや親が参加出来る講座やイベント情報を収集し，子
　育て家庭に必要とされるタイムリーな情報が提供できるよう継続して発行する。
○社会教育課主催でのセミナー実施の可能性を検討していく。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＢ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○概ね計画どおりに事業を実施できたが，今後は家庭教育セミナー開催校を増やすとともに，開催内容を充実さ
　せ，参加者を増やすことが課題である。また，社会教育情報誌「コラボ」については，子育て家庭が必要と
　する情報をいかに把握し，掲載できるかが課題である。

34

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　家庭教育に関する知識や意識の向上を図るため，市内公立小・中学校ＰＴＡが企画，実施する家庭教育セミ
ナーに対して，説明会を実施し，セミナー実施に当たっての助言や講師・手話通訳者謝礼の助成及び広報の協力
などの支援をする。
　また，保護者や地域住民等の子どもに関わる人たちが，家庭教育に関して興味，関心をもち，さまざまな情報
の提供を受けることで知識を増やし ，意識の向上を図るため，社会教育情報紙「コラボ」を年５回発行する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○家庭教育セミナーに対する助言・助成
・５月に公立小・中学校のＰＴＡに対し，家庭教育セミナーの実施要領と事務手続きについての説明会を実施
・セミナー実施についてＰＴＡへの助言や市報ちょうふ，ホームページでの広報協力
・セミナー実施校（１８校）から実施報告書を受領し，ＰＴＡからの申請に基づいて助成金の支払い
・セミナー実施内容（「ネット・携帯のトラブル最新事情と子どもを守るための家庭のルール」「子育てハッ
　ピーアドバイス～笑顔いっぱい食育の巻～」「コミュニケーション能力を伸ばすための親子のより良い関わ
　り方」「みんなちがってみんないい～発達障がいって何だろう～」など）
○社会教育情報紙「コラボ」の発行（年５回，各号25,400部発行）
・市内幼稚園，保育園，小学校，中学校（私立含む），社会教育施設（公民館，図書館）等で配布
・紙面には，社会教育施設や学習グループ公開講座，地域運動会，調布っ子夢会議，リーダー講習会等について
　の情報やさまざまな分野の方の執筆による家庭教育に関するコラムを掲載
・家庭教育セミナーについての告知及び報告を掲載

○家庭教育セミナーは，ＰＴＡ自らが事業を企画するため，ＰＴＡ自身が知りたい内容で講演が実施でき，家庭
　教育の支援に寄与できたものと考える。
○家庭教育セミナー実施校が昨年度に比べて３校増えた。
○家庭教育セミナーの参加人数が昨年度に比べて２２５人増えた。
○社会教育情報紙「コラボ」では，社会教育施設における家庭教育に関する事業の情報や，子どもの発達や子育
　てに関する有益な情報などを掲載し，紙面の充実を図ることができた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 協働の学校づくり

主要事業評価シート

9

事業主管課 社会教育課

83



 

 

 

84


