
４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○命の教育活動の推進
・「いのちと心の教育」月間の取組が３年目となり，児童・生徒の豊かな心の育成を目指し，命の大切さと，自他を思いやることができる
　心の育成が図られた。
○人権教育の推進
・「いのちと心の教育」月間及び調布市立学校「人権週間」における各学校の取組を，平成27年度人権教育指導資料にまとめ，市内の学
　校で実践された効果的な取組を普及・啓発することができた。
○道徳教育の推進
・全ての小・中学校が，文部科学省や東京都教育委員会が発行した道徳教材を活用して，道徳教育全体計画と年間指導計画に基づき，年間
　３５時間以上の道徳の授業を行い，指導内容の工夫に努めた。
○情報モラル教育の推進
・情報モラル教育の内容を盛り込んだセーフティ教室の実施により，インターネット事情やトラブルの未然防止について理解を深めること
　ができた。
○体験活動の充実と支援
・小学校では，八ヶ岳移動教室（第５学年），岩井臨海学園での体験学習（第６学年），中学校では，木島平スキー教室（第１又は２学
　年），職場体験（第２学年），修学旅行（第３学年）を通じて，豊かな自然や日本の伝統文化に触れる中で，規律を守る態度を養い，社
　会性や協調性を育むことができた。
○環境教育の推進
・環境教育（野川クリーン作戦，多摩川を利用した自然体験学習等）の推進により，環境美化や保全への理解を通じて，豊かな心の育成が
　図られた。
○連合音楽会の実施
・連合音楽会（小学校第５学年・中学校各校代表生徒）の実施により，感性豊かな心の育成が図られた。
○児童・生徒一人一人の個性を大切にする教育を進めた結果，命の大切さを自覚するとともに，人の尊厳を重んじ，互いのよさや違いを
　認め合うことができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○命の教育活動の推進
・「命の授業」や「いのちと心の教育」月間について充実した事例を紹介し，教員の授業力の向上を目指す。
○人権教育の推進
・「特別の教科　道徳」の先行実施を踏まえて，「人権週間」や各教科等の授業において，児童・生徒が主体的に考える取組の充実を図
　る。
○道徳教育の推進
・「特別の教科　道徳」の先行実施を踏まえ，指導内容及び方法を教員に周知し，具体的な授業改善を促す。
○情報モラル教育の推進
・新たに立ち上げる情報教育推進委員会において，ＳＮＳ家庭ルールに関する啓発資料を作成し，児童・生徒の意識啓発を行い，家庭と連
　携して指導を行う。
○体験学習の体系化
・宿泊を伴う体験活動について，小学校長会と連携して検討・協議を行い，今後のあり方を見直す。

1 命の教育活動の推進 Ｂ 継続

5 体験活動の充実と支援 Ａ 拡充

4 情報モラル教育の推進 Ｂ 拡充

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 1 豊かな心の育成
施策主管
課長

指導室長
神谷　出

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　児童・生徒一人一人の個性を大切にする教育を進めることで，命の大切さを自覚するとともに，人の尊厳を重んじ，互い
のよさや違いを認め合うことのできる豊かな心の育成を図る。

２　背景（ＰＬＡＮ）
１　「命」の教育活動の推進
　東日本大震災を受け，自他の命を大切にする心豊かな教育活動の推進が求められている。また，平成２４年１２月に調布
市で起きた食物アレルギー事故を風化させず，命の大切さを自覚するとともに，他者との違いを理解し，互いに認め合うこ
とができる豊かな心の育成を推進していく必要がある。
２　いじめ問題への対応
　平成２４年度の全国的ないじめ問題の深刻化を受け，平成２５年９月，いじめ防止対策推進法が施行された。これを受
け，調布市教育委員会では，「未然防止」，「早期発見」，「早期対応」，「重大事態への対処」の４つの段階のポイント
があることを念頭に，平成２６年２月に「調布市教育委員会いじめ防止対策基本方針」を策定した。今後もこの方針に基づ
き，各学校をはじめ関係機関と連携しながら，いじめの未然防止及び早期解決などの対策に取り組んでいく必要がある。
３　道徳の教科化
　平成２６年１０月，中央教育審議会が「道徳教育の教科化」を文部科学相に答申した。文科省は早ければ平成３０年度か
らの教科化を目指しており，こうした動向を踏まえた対応を行っていく必要がある。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

2 人権教育の推進 Ａ 継続

3 道徳教育の推進 Ｂ 継続
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豊かな心の育成

主要事業評価シート

1

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○４年目を迎えた「命の授業」は，震災の経験や防災対策を例に挙げながら，自助・共助をテーマに各学年の実
　態に応じた授業が展開されている。防災等に関する教材を効果的に活用し，特に，児童・生徒に自助の精神を
　育成するための，さらなる教員の教材研究が必要となっている。
○応急手当普及員を各校２人を目標に配置したことで，救命に関する教職員校内研修が水泳指導開始時期に自校
　で実施できるようになったが，現状においては，教員の人事異動により，学校に普及員が配置されていない時
　期が生じる可能性がある。

1

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　東日本大震災や食物アレルギー事故を風化させず，命の大切さを自覚するとともに，人の尊厳を重んじ，互い
のよさや違いを認め合うことのできる豊かな心の育成を推進する。
・調布市防災教育の日に合わせた「命の授業」の実施や，１２月を「いのちと心の教育」月間と位置付け，自他
　の生命（いのち）を大切にし，一人一人の違いを認め合うことなど，道徳授業の充実を図る。
・小学校第６学年及び中学校第３学年で普通救命講習を実施し，心肺蘇生や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使
　用方法等の技能を学び，自助・共助の力を身に付けさせる。
・教員に対し，上級救命講習を実施し，普通救命講習の内容に加え，傷害の応急手当，搬送法等の技能を学び，
　災害対応能力の向上を図るため，全教員の認定を推進する。
・上級救命講習の認定を受けた教員を対象に応急手当普及員講習を実施し，普通救命講習の指導要領を学び，そ
　の習得した知識を児童・生徒及び教員に還元することで，自助・共助の力や災害対応能力の向上を図る。
　また，各校２人程度の応急手当普及員を配置する。

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
○「命の授業」及び「いのちと心の教育」月間の実施
・調布市防災教育の日には，市立小・中学校全校で「命の授業（講話や道徳授業）」を実施・公開し，災害の際
　には，共に助け合うとともに（共助），自分の身は自分で守る「自助」の精神を育成した。
・３年目の取組となる「いのちと心の教育」月間には，市立小・中学校全校で，生命尊重を扱った道徳授業等を
　実施・公開した。また，いのちと心の歌「種（たね）」を作り，市内小中学校全校で歌ったり聴いたりするこ
　とで，活動の活性化を図った。
○児童・生徒に対する普通救命講習の実施（参加児童・生徒数　3,062人（前年比16人増））
○教員に対する上級救命講習の実施（受講者数　288人（前年比89人増））
○応急手当普及員講習の実施（受講者数　27人（前年比7人減））

・応急手当普及員講習を実施し，受講者全員が認定されたことで，小・中学校全校に１名以上の応急手当普及員
　を配置することができた。
・応急手当普及員を配置したことで，習得した知識を児童・生徒及び教員に還元する体制づくりができた。
・「いのちと心の教育」月間の取組が３年目となり，児童・生徒の豊かな心の育成を目指し，人権を尊重するこ
　とができる子どもたちを育成する取組が充実した。
・ＡＥＤの普及・啓発を目指して，中学校５校に２台目となるＡＥＤを配置。平成２８年度には全小・中学校で
　２台配置とする。

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％】

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％】

○「命の授業」や「いのちと心の教育」月間について，効果的な教材の活用や先進的
　な事例の紹介等を全校にするなど，教員の授業力の向上を目指す。
○応急手当普及員の資格取得者が人事異動の関係で欠員になることを想定し，各学校
　に2名の応急手当普及員を常時配置できる人材を確保できるよう，引き続き講習会
　を設定していく。
○なお，「いのちと心の教育」月間については，事故を風化させないことを基本に，
　教職員の意識を高めると同時に，授業においては，食物アレルギーを有する児童・
　生徒を特別扱いするような指導とならないよう注意し，命の大切さ，人権，食育
　等を学ぶ機会として充実を図る。

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．

命の教育活動の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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豊かな心の育成

主要事業評価シート

1

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○いじめの撲滅等を目指した，互いの人権を尊重することのできる子どもたちのさらなる育成
〇教職員の人権意識の醸成を図り，子ども一人一人を大切にとらえた日々の授業実践

2

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　児童・生徒一人一人の個性を大切にする教育を進めることで，人の尊厳を重んじ，互いのよさや違いを認める
ことのできる豊かな心の育成を図る。そのために，各学校において，人権教育全体計画や年間指導計画に基づい
た指導を推進する。また，児童・生徒自身が人権について主体的に考える取組を推進する。

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
○各小・中学校における人権教育全体計画及び年間指導計画に基づいた指導の推進
・普遍的な視点及び個別的な視点に基づいた，各教科等における人権教育の実施
・人権教育プログラム（平成２７年３月東京都教育委員会）及び調布市人権教育指導資料（平成２７年３月）を
   用いた校内研修の実施
・各学校に市の人権擁護委員を派遣
○児童・生徒が人権について，主体的に考える取組の推進
・１２月の調布市立学校「人権週間」では，いじめに特化し，児童・生徒が主体的に活動する取組を全小・中学
　校で実施
・東京都教育委員会から上ノ原小学校が人権教育の推進校として表彰された。

○調布市立学校「人権週間」におけるいじめに特化した各学校の取組を，平成２７年度調布市人権教育指導資料
　にまとめたことで，市内の学校で実践された効果的な取組を普及・啓発することができた。
○人権教育全体計画及び年間指導計画の作成により，各教科等において，教員が人権教育の視点に立った授業を
　意図的・計画的に展開することができた。
〇人権教育ニュースを各学期に定期的に発行し，特別な配慮を要する子どもたちの人権や性的マイノリティの子
　どもたちの人権について啓発することができた。

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

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％】

○互いの人権を尊重することのできる子どもたちを育成する取組の推進
・調布市立学校「人権週間」において，児童・生徒自らが人権尊重について，主体的
　に考える取組の充実を引き続き図る。
・各教科等の授業において，講義形式ではなく児童・生徒一人一人の考えを発表し
　合ったり，協力して課題解決に当たる活動を引き続き推進する。
・ＬＧＢＴについての研修会を教職員向けに年1回実施し，性的マイノリティの人権
　について，さらなる啓発に努める。
○教職員の人権意識の醸成を図り，子ども一人一人を大切にとらえた日々の授業実践
・３人の指導主事が担当する学校に定期的に訪問し，人権教育に関わる指導の徹底を
　図る。

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．

人権教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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豊かな心の育成

主要事業評価シート

1

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○一単位時間の道徳授業の展開が，読み物教材の提示及び登場人物の心情を問う授業が中心であり，「特別の教
　科　道徳」先行実施を踏まえた，道徳の指導内容・指導方法の改善が必要である。
○道徳授業地区公開講座の参加数が減少し，意見交換会への保護者・地域の参加数について学校ごとに差がある
　ため，積極的な参加を促す工夫が必要である。

3

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○児童・生徒一人一人の個性を大切にする教育を進めることで，命の大切さを自覚するとともに，人の尊厳を重
　んじ，互いのよさや違いを認め合うことのできる豊かな心の育成を図る。
○道徳教育全体計画と年間指導計画に基づき，道徳授業の充実を図るとともに，全校での道徳授業地区公開講座
　を開催し，保護者・地域に対して道徳教育の重要性を広め，道徳性にかかわる意識の啓発を図る。

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
○市立小・中学校における，年間３５時間以上の道徳授業を確実に実施するために，道徳教育全体計画及び道徳教育年間指
　導計画を全小・中学校が作成した。
○文部科学省発行の道徳教材「私たちの道徳」，東京都教育委員会発行の道徳教材「心あかるく」「心しなやかに」「心た
　くましく」の活用実績を確認するため，調査を実施した。
○全小・中学校において，道徳授業地区公開講座を実施した。指導主事を講師として派遣した道徳授業地区公開講座におい
　ては，各学校の道徳教育に対する指導助言に努めた。
○市立小・中学校児童・生徒には，４月の調布市防災教育の日に「命の授業」，１２月に「いのちと心の教育」月間を実施
　し，生命の尊さ，人の尊厳等の道徳性の育成を図った。
○東京都の方針を踏まえた「特別の教科　道徳」の先行実施に向け，各校の道徳教育を推進する担当教員に東京都教育委員
　会から直接説明を受ける機会を設け，平成２８年度における「特別の教科　道徳」の先行実施に向けた周知を図った。
○若手教員育成研修において８人の若手教員が道徳の授業研究を行い，授業力向上推進講師等から指導助言を受けた。

○全ての小・中学校が道徳教育全体計画と年間指導計画に基づき，年間３５時間以上の道徳の授業を実施した。
○全ての小・中学校が，文部科学省発行及び東京都教育委員会発行の道徳教材を活用して授業を実施した。
○児童・生徒の授業における感想や発表から，命の大切さや他者との違いを理解し，互いに認め合う等の変容が見られた。
○道徳授業地区公開講座の授業公開に，保護者が延べ8,383人（昨年比1,206人減）参観した。また，意見交換会に
　1,895人（昨年比５３０人減）の参加者があった。人数は減少したが，意見交換会では昨年同様，貴重な交流の機会に
なっ
　た。
○全ての小・中学校で，平成２８年度の教育課程編成において「特別の教科　道徳」の先行実施を踏まえた道徳教育全体計
　画及び年間指導計画を提出することができた。

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

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％】

○指導主事の学校訪問等を通じて，「特別の教科　道徳」の先行実施を踏まえた指導
　内容及び方法を周知し，授業研究を通して具体的な授業改善を図る。
○東京都道徳教育推進拠点校の研究において指導主事等が指導・助言を行い，拠点校
　の研究活動や研究結果を他の学校で共有できるようにする。
○各学校の道徳授業地区公開講座での実態を踏まえ，参加者数の多かった学校の取組
　を他校に周知する等の工夫をする。

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．

道徳教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

情報モラル教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○都のSNS東京ルール策定を受け，「調布市立学校及び調布市教育委員会から家庭へ
　の提言」を作成し，各家庭におけるＳＮＳにおけるルール作りを働きかける。
○保護者向けに情報モラル等に関するアンケートを実施し，調布市としての具体的な
　課題を明らかにする。
○平成２８年度から情報教育推進委員会を立ち上げ，情報教育推進委員を中心に①Ｓ
　ＮＳ家庭ルールづくりに活用できる各学校における家庭用資料を作成・啓発する
　②講師を招いた情報モラル研修会を企画・立案し，教職員が最新の情報に基づいた
　指導方法を学ぶ③各学校の個人情報安全管理基準を見直し，教職員の情報モラルの
　改善を図る。
○東京都公立小中学校ＩＣＴ教育環境整備支援事業対象校の公開授業を参観し，ＩＣ
　Ｔ教育の授業改善や，児童・生徒の情報活用能力の育成の参考にする。

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％】

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
○児童・生徒たちをとり巻く情報化の環境は，目まぐるしく変化している。児童・生徒が問題に巻き込まれない
　よう，常に新しい情報を入手し，指導方法などを早急に対応・発信する必要がある。
○ＳＮＳについては，市内でもたびたび児童・生徒間でトラブルが発生する事案があることから，適切な使用方
　法の徹底が急務であるとともに，家庭での管理方法を啓発する必要がある。

4

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　ＩＣＴ機器の活用等による情報教育の推進を図るとともに，携帯電話やインターネット等を使ったいじめなど
の人権問題に対する意識の啓発を図ることで，情報社会における正しい判断や望ましい態度の育成を推進する。

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
○市立小・中学校の全校において調布警察署員による講演会を取り入れ，不審者対応，交通安全，薬物乱用防止及び情報モ
　ラル教育等についてセーフティ教室を実施した。児童・生徒対象の内容と保護者や地域対象の内容の二部構成で実施した
　ことにより，保護者や地域の方にも現状や課題を周知することができた。
○夏季に実施した情報モラル研修会では，（株）ＮＴＴドコモから講師を招いて，各校１人の教員が出席し，児童・生徒を
　取り巻くインターネットやスマートフォン等の事情及びそれらによるリスクについて理解を深めた。
○国や都から発信された啓発資料を各校に配布し，携帯電話やインターネット等を使ったいじめなどの事例として提示する
　ことで，児童・生徒の生活指導に活用した。
○朝や帰りの会等，日常的な安全指導で情報モラルに関わる指導を行った。また，生活指導主任会で情報モラルに関わる課
　題の報告があった際には，重点的に学校で取り上げ，指導した。

○情報モラル教育の内容を盛り込んだセーフティ教室の実施により，インターネット事情等に対する児童・生徒
　の理解を深めることができた。
○情報モラル研修会では，教員に対して携帯電話やスマートフォンに関する情報提供や意識啓発ができ，児童・
　生徒に対するトラブルなどを未然に防止するための指導徹底につなげられた。

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 豊かな心の育成

主要事業評価シート

1

事業主管課 指導室
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豊かな心の育成

主要事業評価シート

1

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
○調布市立小・中学校における宿泊を伴う体験学習の体系化
・小学校第５学年から中学校第３学年までの宿泊を伴う体験学習の内容の精選と目的の明確化
・小学校中学年（４年生）からの宿泊を伴う体験学習の実施の具体化
○安心・安全な宿泊を伴う体験学習の実施
・食物アレルギー調査票の様式の改善や宿舎と学校，家庭，八ヶ岳地域の関係機関が連携した食物アレルギー対
　応

5

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　移動教室や夏季施設での宿泊を伴う体験学習や，中学生職場体験など，集団行動や社会との接点となる体験を
通して規律を守る態度を養い，社会性や協調性を育てる。

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
○小学校第５学年児童全員を対象とする八ヶ岳移動教室の実施（1,677人参加，２泊３日）
・主な取組：飯盛山登山，農業実践大学校の自然体験活動，牧場での酪農体験，ほうとう作り等
○小学校第６学年児童を対象とする夏季施設（岩井臨海学園）の実施（1,668人参加，２泊３日）
・主な取組：泳力別グループ遊泳，ミニ遠泳，砂浜散策，キャンプファイヤー，きもだめし，農業体験等
○食物アレルギー調査票の様式改善（成分表に基づく具体的記入）
○小学校宿泊行事検討委員会の開催（年４回）
○中学校第１・２学年生徒を対象とする木島平スキー教室の実施（1,360人参加，２泊３日）
・主な取組：グループに分かれてのスキー学習
○中学校第２学年生徒を対象とする職場体験の実施（1,296人参加，５日間）
・主な体験先：市内事業所，公共施設，福祉施設等（４４９事業所）
○中学校第３学年生徒全員を対象とする修学旅行の実施（1,395人参加，２泊３日）
○連合音楽会の実施（小学校第５学年：１２月３日(木)～４日(金)　中学校各校代表生徒：１１月５日(木)）
○環境教育の推進（野川クリーン作戦，多摩川を利用した自然体験学習等）

○小学校第５・６学年，中学校第１学年を対象とする宿泊を伴う体験学習の成果（５学年のアンケート調査結果等から）
・自然や文化に触れる体験を通して，自然文化とのふれ合いを深め，自然を愛する心を豊かにするとともに，仲間と協力す
　ることの大切さを理解することができた。
・任意の参加である夏季施設の参加率は98.1％（参加児童数1,668人/第６学年在籍数1,700人）で，平成２６年度同様高
　い水準を維持しており，多くの児童が参加することで目的を達成することができた。
○中学校第２学年生徒を対象とする職場体験の実施の成果
・それぞれの仕事でのやりがいや働くことの大変さを知り，社会での役割や意義について考えるよい機会となった。
・相手の立場に立って物事を考えることを学んだ生徒が多くいた。

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％】

○調布市立小・中学校における宿泊を伴う体験学習の体系化
・小学校宿泊行事検討委員会を年３回実施し，小学校から中学校の宿泊を伴う体験学
　習におけるそれぞれのねらいの検討や小学校中学年の宿泊を伴う体験活動の実施に
　ついて，小学校長会と連携して検討・協議する。
○安心・安全な宿泊を伴う体験学習の実施
・平成２８年度からは，新たに高根消防署等関係機関に事前連絡を行い，食物アレル
　ギー発生時の安全対策の更なる強化に努める。
〇小・中学校移動教室における食物アレルギー調査票の様式改善の効果を検証すると
　ともに，宿舎及び八ヶ岳地域の関係機関と緊急搬送の体制について事前確認を取
　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．

体験活動の充実と支援

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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