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事業
番号

主要事業名 目標達成度

Ｂ 拡充

事業展開

15 安全教育の推進 Ａ 継続

16 防災教育の日の推進

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　児童・生徒の安全確保に関わる取組を実施し，安全・安心な学校づくりを進める。

２　背景（ＰＬＡＮ）
　近年，登下校中の子どもが巻き込まれる交通事故や東日本大震災及び台風・集中豪雨等による自然
災害，さらに，学校内外において不審者による子どもの安全を脅かす事件が発生するなど，学校にお
ける子どもの安全の確保が喫緊の課題とされている。
　また，平成２４年１２月には，調布市立学校において食物アレルギーによる児童死亡事故が発生し
た。このような事故を二度と起こさないためにも，食物アレルギー事故の再発防止に向けた取組を徹
底し，安全・安心な学校づくりを進めていく必要がある。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○食物アレルギー対策の推進
・食物アレルギー対応マニュアルに基づき，各種研修・校内訓練・慈恵第三病院ホットラインの運用やアレルギー対応調理
　室の整備（第一小・滝坂小）等，事故防止及び緊急対応の両面から対策を推進した。また，ヒヤリハット事例の情報共有
　や内外への取組の情報発信に努めるなど意識啓発を図るとともに，食に関する検討委員会，医師会との連携会議等によ
　り，学校の状況，専門家の意見，保護者の希望を踏まえ，おかわりルールの見直しやブルートレイの対象範囲の拡大等の
　検討を進めた。
○安全教育の推進
・調布警察署と連携してセーフティ教室を実施し，交通安全や不審者対応についてロールプレイを取り入れた児童の発達段
　階に応じた実践的な指導を行ったほか，学校危機管理マニュアルの整備や危機に備えた避難訓練・安全指導を月１回実施
　した。
○防災教育の日の推進
・命の授業等を通じて，児童・生徒が自助・共助のために必要な知識と行動様式を身に付けるよう取り組むとともに，実災
　害を想定し，学校安全・安心メールを活用した児童・生徒の引き渡し訓練，初動要員と避難所要員の引継訓練などを実施
　した。
・今後も市全体の防災意識の醸成に寄与するよう，参加者や参加対象の拡大を図るとともに，より実効的な防災教育と実践
　的な防災訓練を実施するなど，取組の改善を重ねていく必要がある。
○通学路等の安全確保の推進
・通学路を撮影する防犯カメラを小学校全校に１台ずつ設置し，学校・ＰＴＡ・警察・道路管理者と通学路の合同点検を実
　施するなど，通学路の安全確保に努めるとともに，学校・地域における不審者対策のため，「子どもの家」の登録拡充と
　普及啓発に努めたほか，小学校２校で警察署員によるスクールガード講習会を実施した。当該安全確保は，保護者や地域
　の方々の協力が不可欠であり，さらなる周知や協力要請等の働きかけを行う必要がある。
○シックハウスに対する取組
・調布市立学校における室内化学物質対応マニュアル，調布市公共施設等シックハウス対策マニュアル及び学校環境衛生基
　準に基づく検査や換気等の対策を講じたほか，室内化学物質対策推進協議会における関係機関の情報共有等により，室内
　化学物質による児童・生徒の健康被害を防ぐことができた。検査においては，２校で一部の物質が基準値を超える数値を
　示すことがあったため，十分な換気の励行等の対策を講じていく必要がある。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○食物アレルギー対策の推進は，国のガイドラインや教育委員会のマニュアル等に基づく取組の継続と検証，食に関する検
　討委員会を活用したアレルギー対応の改善に向けたブルートレイの対象範囲拡大の検討など，引き続き，保護者や学校，
　医師等のほか，国や東京都とも連携を密にしながら取り組む。
○安全教育の推進は，引き続き，学校危機管理マニュアル等を基本とした対応や警察署等と連携したセーフティ教室を活用
　した安全指導を軸に，家庭・地域とも連携した訓練・啓発を実施していく。
○防災教育の日の推進は，中長期的な視点での取組の充実，広報活動の充実，震災時対応シミュレーションの改定に努め
　る。
○通学路等の安全確保は，学校・保護者・ＰＴＡ等の一層の連携を深めることにより，通学路の安全対策の充実を図る。
○シックハウスに対する取組は，引き続き，マニュアルで定める検査やチェックリストに基づく換気など，適正なシックハ
　ウス対策を講じるとともに，関係機関等との情報共有に努める。

14 食物アレルギー対策の推進 Ａ 継続

18 シックハウスに対する取組 Ｂ 拡充

17 通学路等の安全確保の推進 Ａ 継続
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

食物アレルギー対策の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○平成２８年度の取組
・食に関する検討委員会での検討を通して，国のガイドライン・対応方針，教育委員
　会の取組方針・マニュアル等に基づき，市立学校の現状に沿った給食での食物アレ
　ルギー対応の改善に向け，ブルートレイの対象範囲の拡大を検討する。
・調布市基本計画に基づき，北ノ台小学校の給食室改修工事に伴う食物アレルギー対
　応専用調理室の整備等を進めるとともに，各校の食物アレルギー対応に必要な老朽
　化した備品・機材の更新など，事故防止対策を進める。
○継続的な取組
・医師会との連携会議，慈恵第三病院・狛江市との会議等での意見等を踏まえ，管理
　指導表の把握，緊急対応に関する必要な検討を進めるとともに，関係機関の協力を
　得て，引き続き効果的な研修を実施する。

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
・より安全な給食対応，教職員の負担軽減，児童・生徒の適切な栄養素の確保，生活の質の維持につながるよ
　う，現在の取組の検証や改善検討を進める必要がある。
・小学校の給食室改修工事に伴うアレルギー対応専用調理室の整備を計画的に進める必要がある。
・食に関する検討委員会で検討した児童への食に関する指導の略案の実践・検証を進める必要がある。
・食物アレルギー対応に関する正しい知識や技術の習得に向けた教職員等への研修の充実を図る必要がある。

14

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　「調布市教育委員会食物アレルギー事故再発防止に向けた取組方針」に基づき，全ての児童・生徒が安心して学校生活を
送ることや食を通して成長できる環境づくりを目指す。
　食物アレルギーのある児童・生徒は，給食だけでなく，食物・食材を扱う授業や活動，宿泊を伴う校外活動など，学校生
活での配慮や注意が必要なため，給食室等の改善，緊急対応体制の維持，食の指導の充実等，学校での食物アレルギー対策
を進める。

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
○学校給食での対応の充実（平成２６年度の対策に加え以下の取組を実施，緊急対応以降の項目も同様）
・小学校でのブルートレイの使用開始（平成２７年４月～）
・「食に関する検討委員会」での検討（おかわりルールの見直し・ブルートレイの対象範囲拡大）
・給食室改修工事に伴うアレルギー対応専用調理室の整備（第一・滝坂小学校）
・各校へ「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン概要版」や文部科学省「対応方針」を追加配布
○緊急対応
・ホットライン継続及び慈恵第三病院，狛江市との定期的な会議の実施
　（ホットライン対象施設は，覚書締結時が１７７施設，平成２７年４月時点では１９１施設）
○児童・生徒への食の指導，教職員等の研修
・「食に関する検討委員会」での検討（児童への食に関する指導の略案の検討）
・エピペン投与シミュレーション研修，職種・職層別研修，校内研修に加え，校内訓練（年２回）を実施
○情報共有・連携，体制強化
・学校給食専門嘱託員（管理栄養士）の学務課配置の継続
・調布消防署との情報共有（学校別対象児童・生徒数）の開始，教育委員会・学校の情報共有（ヒヤリハット等）
　及び市長部局や医師会との連携の継続

・ＰＨＳの確保，ホットラインの運用により，新規発症等の緊急時にも迅速・適切に対応できた。
・食に関する検討委員会，医師会との連携会議，慈恵第三病院・狛江市との会議等により，学校現場の状況，専
　門的な助言などを踏まえ，様々な角度から現在の取組を検証することができた。
・資料・教材を活用した学級指導により，児童・生徒が食物アレルギーの正しい理解を深めることができ，食を
　通して成長を促すことができた。
・様々な機会を通じて，教職員の正しい知識や技術の習得につなげることができた。
・学校給食専門嘱託員，学務課栄養士が中心となり小学校給食の全校視察を実施するとともに，教育委員会・学
　校で情報共有を図ったほか，市長部局・調布消防署とも情報共有や連携を進めることができた。

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 安全・安心な学校づくりの推進

主要事業評価シート

4

事業主管課 学務課
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

安全教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○震災時対応シミュレーションマニュアルに基づいた取組の課題について，各学校で
　明確にし次年度の訓練に生かす。
○危機管理マニュアル及び震災時対応シミュレーションマニュアルを指導室訪問や教
　育課程届出の際に引き続き確認する。
○防災教育については，不測の事態に備え，今後も継続して防災訓練等を中心に事業
　の充実を図る。
○不審者対応指導については，引き続き，セーフティ教室を活用するとともに，不審
　者情報の迅速な提供に努め，各学校の実態に応じて児童・生徒・家庭への注意喚
　起・指導を行っていく。

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％】

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
○震災時対応シミュレーションマニュアルでは，実際の動きを想定し，各学校の取組で明らかになった課題を改
　善する必要がある。
○児童・生徒自身が自らの安全を確保できるよう，主体的に行動する態度や能力を育成するとともに，社会の一
　員としての共助・公助にかかわる教育が必要である。

15

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　「学校危機管理マニュアル」の活用やセーフティ教室の実施などを通して，児童・生徒が日常生活全般におけ
る安全確保のために必要な事項を実践的に理解し，自ら進んで安全で安心な社会づくりに参加し，貢献できる資
質や能力の育成を図る。

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
○調布警察署と連携して自転車安全教室を開き，自転車の乗り方やヘルメット着用についての学習を実施すると
　ともに，学校現場からの啓発活動を行った。
○不審者対応について，セーフティ教室で調布警察署のスクールサポーターを講師として，ロールプレイ等を行
　い，周りの人に助けを求めることや防犯ブザーの着用及び利用など指導した。また，警察等から寄せられた不
　審者の情報提供を迅速に行い，各学校の注意喚起及び指導に生かした。
○学校危機管理マニュアル及び震災時対応シミュレーションマニュアルを活用して，児童・生徒の安全対策や緊
　急時の連絡体制等について確認するとともに，万が一の場合を想定し，備えるため，各校において月一回，避
　難訓練及び安全指導を実施した。両マニュアルは、教育課程届出の際に確認した。

○交通安全指導等を通じて，自転車の乗り方やヘルメット着用に対する意識を高めることができた。
○各学校で調布警察署と連携し，児童の発達段階に応じた不審者対応指導を実施したことにより，自分の身は自
　分で守るという意識を児童にもたせることができた。
○市立小・中学校における避難訓練及び安全指導の実施により，児童・生徒の安全確保のために必要な事項の理
　解促進につながるとともに，防災教育の日の指導により自助・共助意識を高めることができた。

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 安全・安心な学校づくりの推進

主要事業評価シート

4

事業主管課 指導室
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安全・安心な学校づくりの推進

主要事業評価シート

4

事業主管課 教育総務課

その他

ＮＯ．

②　課題
①４年間の継続した取組によって様々な成果が上がっているが，より多くの参加者の確保を目指し，既存の内
　容や条件設定について再検討を行い，実効性のある取組を目指す必要がある。
②さらなる地域防災力向上のため，より幅広い層に対する有効な周知等の手段の検討が必要である。
③取組の改善に向けた課題の共有，必要事項の協議など，引き続き関係機関との円滑な連絡・調整に努める。
④避難所運営に必要な機能等の充実を継続検討するとともに，避難所対応シミュレーションの改定に取り組む。

16

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　「自らの命は，自らが守る」という自助意識と，地域でお互い助け合うという共助意識を醸成し，児童・生徒
自身が自助・共助のために必要な知識や行動様式を身に付けていく。
・市立小・中学校全校で，学校・保護者・地域が一体となった避難所開設・運営訓練を実施。各校の共通実施
　項目は，①「命」の授業を１単位時間実施，②防災に関する保護者・地域の方への啓発講話などの実施，③
　「震災時対応シミュレーション」の検証（避難訓練，引き渡し訓練，避難所開設訓練など）
・各小・中学校の「震災時対応シミュレーション」の検証については，課題を明確にし，より効果的な震災対
　応を行えるように準備する。また，災害対策教育部本部訓練，初動要員及び避難所担当部（教育部・市民部・
　福祉健康部・子ども生活部）職員派遣，災害用ＰＨＳ及びＭＣＡ無線による被災状況等の連絡訓練などを実施

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
○防災教育の日の翌日に実施された調布市議会議員選挙の投票所設営のため，原則午後２時までの実施とした。
○初動要員及び避難所担当部，総合防災安全課の職員が連携し，市立小・中学校全校へ職員を派遣
○消防署員を市立小・中学校全校へ派遣し， 専門的知識や技能を用いた講評などを実施するとともに，災害に
　関する有識者や消防・警察職員や総合防災安全課職員等の協力により，保護者・地域向けの講演会を実施
○学校職員及び地区協議会・自治会等が連携し，避難所開設・運営訓練を実施（取組例：避難所開設手順の確
　認，簡易トイレの設営，アルファ米（アレルギー対応米を含む）の炊き出し，防災備蓄倉庫の確認など）
○都立高校との連携による，避難所運営訓練を実施している小学校への調布南高校生徒のボランティア派遣
　及び調布南高校・神代高校におけるシェイクアウト訓練の実施
○リニューアルした学校安全・安心メールを活用し，災害時の情報連絡について学校・保護者間で確認
○ホームページへの各学校の取組の詳細の掲載，公共施設へのポスター掲示など，昨年度以上に広報を充実
○小・中学校４校へのマンホールトイレの設置，非常用電源の設置等，避難所運営に必要な機能を充実

○児童・生徒をはじめ， 保護者や地域の方々が年１回は大震災を振り返ることで，震災に対する備えの充実
　や，有事の際の心構えの醸成につながった。（参加者アンケートの結果，防災教育の日の趣旨や狙いが「分
　かった」と回答した割合は約97.5%となった。）
○平成２７年度は，初動要員，避難所担当部の職員の市立小・中学校全校への派遣，地区協議会の参加，都立
　高校２校のシェイクアウト訓練の実施など，年々多くの方が「防災教育の日」に関わるようになり，学校・
　地域・行政等の関係機関等が連携して各学校別の震災時対応シミュレーションに基づく訓練等を実施した。
　このことにより年々参加者が増え，防災意識の向上につながっている。（参加者数は平成２６年度から
　1,454人増の29,531人。参加者アンケートの結果，約９３％が防災に関する意識が「高まった」と回答）
○リニューアルした学校安全・安心メールを活用し，災害時の情報連絡について学校・保護者間で確認を実施
　し，その活用について一定の成果があった。（参加者アンケートの結果，訓練での学校安全・安心メールの
　活用について約９０%の方から「効果があった」と回答）

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％】

①③市関係各課及び他の団体や機関と連携した横断的・総合的な取組としていくた
　め，調布市防災対策検討委員会避難所部会等において具体的な取組を検討してい
　く。
②市報や広報「ちょうふの教育」，ホームページ，twitterなどによる啓発活動に
　加え，公共施設への広報ポスターの掲示を行い，地域の方々の参加を促す。
④避難所機能や防災備蓄倉庫などの充実を図るとともに，避難所対応シミュレーシ
　ョンの改訂に取り組む。

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．

防災教育の日の推進

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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主要事業評価シート

4

事業主管課 学務課

○通学路を撮影する防犯カメラの設置や平成２４年度に実施した通学路に係る緊急合同点検を定例化した形で継続的に取り
　組み，学校，警察，道路管理者とともに通学路の危険と思われる箇所を点検し，可能な安全対策を施したことなどによ
　り，通学路の安全確保を図った。
○「こどもの家」に関しては，商工会に協力をお願いし，市内の商店や事業所に登録に関するチラシを配布し登録の呼びか
　けを行ったところ，多くの事業所からの登録申請があった。また，市報，ホームページや調布経済新聞等を通して「こど
　もの家」の周知を図った。
○スクールガード講習会は小学校２校で実施し，調布警察及び総合防災安全課の協力による実践的な訓練を行い，講評を受
　け，教職員や児童の防犯意識を高めることができた。

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
○学校敷地内から周辺通学路を撮影する防犯カメラを設置（小学校全２０校に各１台）
○通学路標示板（電柱の文マーク標示）の更新・新設等
　・合計３４４箇所（更新３３３箇所・新設１１箇所）実施
○児童交通見守り員の配置　４箇所（滝坂小・深大寺小・調和小・若葉小学校の各学区域内）に配置
〇通学路マップ作成配付　危険と思われる箇所を青字で図示し，２０校に配付
○関係者（教育委員会，学校，道路管理課，警察署）による通学路合同点検の実施（計７校，計２７箇所）
○調布市交通安全対策連絡会議（交通対策課主催）への参加　１回
○こどもの家設置件数　3,130箇所
○こどもの家事務説明会の開催　1回（事務手続の説明，意見交換）
○学校不審者対応のためのスクールガード講習会を，小学校２校で実施
　・飛田給小：平成２７年９月９日（水）３０人参加　　　・滝坂小：平成２７年１０月９日（金）３６３人参加

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 安全・安心な学校づくりの推進

その他

ＮＯ．

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

通学路等の安全確保の推進 事業
区分17

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○通学路標示板の更新，通学路マップの作成配布，児童交通見守り員による啓発等を通じて通学路の安全確保を推進すると
　ともに，防犯カメラの設置に必要な環境整備の検討を行うほか，保護者・地域との連携によって通学路の安全対策を図
　る。
○子ども達が不審者等から声かけ等をされた際の駆け込み場所として実施している「こどもの家」については，引き続き普
　及啓発を行い，推進していく。
○小・中学校において，不審者対応等に関する講習会を実施する。対象には教育委員会，学校教職員，保護者，地域で活動
　している団体等を含み，地域ぐるみで学校を守る体制を整備し，児童・生徒の安全を確保する。

②　事業展開①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

②　課題
○登下校時の通学路の安全については，継続的に教育委員会として取り組んでいるところであるが，依然として全国各地に
　おいて児童が被害に遭う事件・事故が相次いでいることから，更なる安全の確保に向けた取組を推進していく必要があ
　る。
○「こどもの家」の活動について市民の認知度が低いため，今後もホームページや市報等で周知を図る必要がある。
○共働き家族の増加により，児童の下校時刻に家に保護者がいない家庭が増え，「こどもの家」の登録件数が伸び悩んでい
　ることから，今後も，家庭だけでなく，公共施設や事業所への普及啓発に力を入れていく必要がある。
○スクールガード講習会に関しては，保護者・地域関係者にも参加を呼びかけ，学校職員だけでなく地域ぐるみで学校を守
　ることを目指す必要がある。

○学校と地域等が連携して行う登下校時の見守り活動を補完するため，周辺住民のプライバ
　シーに配慮しながら，通学路を撮影する防犯カメラを設置促進することにより，登下校中
　の児童の安全強化を図っていく。
〇通学路に係る合同点検を継続的に実施し，通学路の安全対策を図っていく。
○通学路の危険と思われる箇所を，より児童・保護者・ＰＴＡ等に分かりやすく情報発信が
　できるよう努めていく。
○地域の声や登録者の意見を取り入れる為に「こどもの家」の担当者（ＰＴＡ校外委員）と
　の連携をより深めていくように努める。また，市民の認知度向上のため，引き続き市報や
　ホームページ，ＳＮＳ等を活用して「こどもの家」の普及啓発に努めていく。
○スクールガード講習会については，未実施校での実施と，保護者・地域関係者への参加を
　呼び掛ける。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

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％】

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
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安全・安心な学校づくりの推進

主要事業評価シート

4

事業主管課 教育総務課

その他

ＮＯ．

②　課題
○室内環境衛生検査については，２校で一部物質が基準値を超える数値を示した。早急に対策を講じ，最終的に基準
　値未満であることを確認した後に供用を開始したものの，この期間は対象教室が使用禁止になることから，再度マ
　ニュアルを確認し，日ごろからの換気励行や，備品の搬入については，適切な納期設定や十分な乾燥後の納品指示
　をするなどの必要がある。
○室内化学物質対策推進協議会においては，保護者代表から①長期間未使用の教室等については子どもの入室前に十
　分な換気を行うこと，②図工室での個別の換気設備の設置が提言された。提言を踏まえ，引き続き適正なシックハ
　ウス対策を講じる必要がある。

18

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○室内化学物質による児童・生徒の健康被害を防ぐため，「調布市立学校における室内化学物質対応マニュアル」を
　遵守し，継続的にシックハウス対策を講じ，情報収集に努めることにより，安全・安心な学習環境を提供する。
・「調布市立学校における室内化学物質対応マニュアル」及び「調布市公共施設等シックハウス対策マニュアル」を
　遵守し，適切なシックハウス対策及び管理を行う。
・化学物質発生を抑制した消耗器材を購入する。
・調布市立学校における室内化学物質対策推進協議会を開催し，教育委員会，学校，保護者及び関係部署等が情報共
　有を図り，マニュアルの遵守・改善，普及・啓発，学校環境衛生基準に基づく測定結果，学校環境に係る事故の発
　生等への対応について協議する。

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
○シックハウス防止に関する学校チェックリストの運用
・学期ごとに教室の換気などのシックハウス対策の状況をチェックし，全校適切な対応がなされていた。
○平成２７年度学校環境衛生（室内化学物質）定期検査の実施
・市立小・中学校全校において検査を実施し，全て基準値未満の数値であった。
○平成２７年度室内環境衛生検査の実施（施設改修工事等に伴う検査）
・市立小学校１０校（第一小，第三小，滝坂小，上ノ原小，石原小，若葉小，緑ヶ丘小，染地小，国領小，調和小）
　で計３０回，中学校１校（七中）で１回実施した。
○化学物質発生を抑制した消耗器材の購入
・塗料及び材木を購入する際には，全て化学物質のないもの若しくは少ないもの，また，ホルムアルデヒドが含まれ
　ているものについては，最も厳しい規格である上位規格品（Ｆ☆☆☆☆）を購入した。
○平成２７年度調布市立学校における室内化学物質対策推進協議会の実施
・平成２７年１１月１９日開催　委員１６人
・報告事項等：①シックハウス防止に関する学校チェックリストの実施状況，②平成２６・２７年度室内環境衛生検
　査，③平成２７年度学校環境衛生定期検査，④平成２７年度調布市公共施設の工事等における室内化学物質測定結
　果，⑤化学物質の影響を受けやすい児童・生徒の現状

○市立小・中学校全校においてシックハウス防止に関する学校チェックリストの項目の確認が励行されており，マニ
　ュアルに基づき適正なシックハウス対策が継続されている。
○学校環境衛生定期検査の結果，室内化学物質が全て基準値未満であることが確認され，安全・安心な学習環境を提
　供することができた。
○室内環境衛生検査の結果，緑ヶ丘小学校の特別支援教室整備工事に伴う工事着手前と石原小学校への備品搬入後に
　一部物質が基準値を超える数値を示したが，マニュアルで定める十分な換気を行うことや，石原小学校については
　室内換気扇の設置により，最終的に基準値未満であることを確認した後に供用を開始し，安全・安心な学習環境を
　提供することができた。
○学校で使用する，消耗器材，補修用原材料及び備品類については，化学物質のないもの若しくは最も少ないものを
　購入・使用し，室内化学物質による児童・生徒の健康被害を防ぐ事ができた。
○調布市立学校における室内化学物質対策推進協議会を通して，関係各課（教育総務課，学務課，環境政策課など）
　及び各小・中学校が行っているシックハウス対策について情報共有を図った。また，化学物質の影響を受けやすい
　児童・生徒の現状について保護者から報告を受け，意見を伺うなど，情報の共有を図った。

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

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％】

○引き続き，学校チェックリスト及び学校環境衛生定期検査を実施し，適切なシックハウ
　ス対策を講じる。
○工事等を行う際には，学校等と綿密な打合せを行い，工事内容・状況について学校側に
　も把握してもらうよう努める。
○学校，関係部署及び関係機関との情報共有に努め，問題が生じた際に迅速に対応できる
　体制作りに努める。

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．

シックハウスに対する取組

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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