
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２８年７月２２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２２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１６ページから９９ページにわ

たって記載している点検・評価の各シートは，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准教授 倉持 伸江 

重点プロジェクトについて 

○総評 

 ７つの重点プロジェクトについて，それぞれおおむね順調に取り組まれている

と感じられた。こうした施策・事業を重点課題という別の観点でとらえ直し，点

検・評価すること自体に意味があると思う。改めて現状と課題，取り組み概要，

今後の方向性を記述することで，施策や事業と実際の状況との関連性がよりはっ

きり見えてくる。 

 一方で，こうした重点課題ベースのふりかえり，とらえ直しが，果たしてそれ

ぞれの担当課でどのくらい共有されているのかについてはよくわからなかった。    

また重点プロジェクトの立て方そのものの基準もあいまいで，施策と大幅に重

なるように感じられるものや，２，３の施策をあわせただけのように感じられる

ものもあった。さらに学校教育分野と社会教育・生涯学習分野とが依然として分

かれているようにも見受けられたのは残念である。 

○１ 教育委員会の改革・改善 について 

  「調布市総合教育会議」の設置，「調布市教育大綱」の策定が重大な成果として

位置付けられる。また新たな教育委員会の体制も整備され，さらなる発展が期待

できる。開かれた教育行政についても着実に進められており，教育委員と学校長

との意見交換なども取り組まれている。１２の施策を見ても明らかなように，今

後ますます教育環境の整備のためには学校・家庭・地域の連携が求められること

から，学校管理職や教員だけではなく，家庭教育関係者や地域住民などとも積極

的に意見交換し，より開かれた教育行政となっていくことを願う。 

○２ 特別支援教育の充実 について 

  インクルーシブ教育システム構築に向け，多様な学びの場の整備及び教員の指

導力向上に取り組まれている。関係各所が協力・連携体制を強め，さまざまな困

難に直面する子どもがそれぞれの状況に合わせて豊かに学び続けることができる

よう，仕組みの充実を図っていただきたい。 
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○３ いじめ・不登校・子どもの貧困対策 について 

  いじめ・不登校・子どもの貧困対策について，「支える」取り組み，「つなげる」

取り組み，「生きる力・自立心をはぐくむ」取り組みというそれぞれの観点から，

アプローチされている。つなげる取り組みでは，東京都やＮＰＯ，ボランティア

団体，社会福祉協議会など多様な組織と連携しており，おおいに評価できる。 

○４ 学校危機管理の取組 について 

防災・防犯・疫病・放射線対策など，関係機関と連携した対策・体制が充実し

ている。 

○５ 児童・生徒数の増減に係る変化への対応 について 

短期的・長期的な視点から，ハード面・ソフト面での対応が行われている。 

○６ 学校施設老朽化・長寿命化への対応と避難所機能の充実 について 

  老朽化・長寿命化への対応，避難所機能の充実がはかられている。 

○７ 生涯学習・社会教育の振興 について 

生涯学習振興プラン・社会教育計画に基づき，着実に推進されている。生涯学

習・社会教育という名のもとに学校教育課程外のすべての子ども・若者・成人の

学習支援が詰め込まれており，なかでも何を重点として取り組んでいこうとする

のか見えにくい。 

施策について 

○総評 

 ７つの重点プロジェクト，１２の施策，その施策を構成する事業ごとに点検・

評価報告書が作成され，ヒアリングも行った。それぞれの事業の取り組みを継続

的かつ細部にわたって吟味する視点と，施策ごとのまとまりで施策のねらいの実

現度を総括する視点，組織横断的に教育委員会が一体となって取り組む重要度の

高い課題に焦点をあてた視点など，多様な視点からの事業の丁寧なふりかえりを

行っており，実施した事業をあらゆる角度から吟味していこうとする姿勢はおお

いに評価できる。 

 事業ごとの目標達成度評価を一定の指標の達成度で表すことについては，昨年

度より指標をＡ～Ｅと増やしたとのことだが，実際はＤ指標やＥ指標にあたる事

業はなく，増やしたことの意味を再検討する必要がある。またＢが１５，Ｃが３

事業であったが，なぜ減点したのかその理由が評価シートではわかりづらいもの

があった。Ｂ，Ｃの主管課にも偏りがあるようにも感じられる。より市民にわか

りやすい，かつ担当者にとって次へとつながる意味ある点検・評価をめざして，

評価の基準や根拠について検討していく必要があるだろう。 

○１ 豊かな心の育成（主要事業1～5） について 

  命の教育活動，人権教育，道徳教育，情報モラル教育，体験活動など，教育の

基礎となる豊かな心をはぐくむ取り組みについて，充実した事業が継続的に展開
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されている。「命の教育活動の推進」について，Ｂ評価の理由は応急手当普及員が

各学校２名を目指すところまだ１名にとどまっている学校があるからということ

で，高い目標設定がなされていることがわかった。また「道徳教育の推進」では

道徳授業地区公開講座や意見交換会への参加者数を増やすことが課題としてあげ

られていたが，子どもたちの豊かな心をはぐくむためには，地域住民や保護者と

もさらに連携・協力を深めていくことが重要であり，さらなる工夫や働きかけを

期待したい。 

○２ 確かな学力の育成（主要事業6～10） について 

  国際教育，ＩＣＴ機器の活用，少人数学習指導・習熟度別指導，理数教育，学

校図書館の活用など学力の育成と向上をめざして個に応じたきめ細やかで多様な

取り組みが行われている。本施策には２つのＣ評価がある。「国際教育の推進」で

は，英語の教科化など次期学習指導要領の内容を見越して，まだ取り組むべきこ

とがあるということであり，「ＩＣＴ機器の活用推進」ではタブレット型端末や電

子黒板の配備は進んだがその活用状況が不十分であるということで，今後の事業

展開「見直し」は，積極的に改善に取り組むという意味であることが有識者会議

で説明された。今後意欲的に見直していくことはよく理解できたが，市民にも伝

わるような表記の仕方が求められる。 

○３ 健やかな体の育成（主要事業11～13） について 

  ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催をひとつの契機としつつ，

着実な体力向上・食育の推進に取り組まれている。平成２７年度体力テストの結

果が昨年度の結果，および東京都の平均を下回っているということで，持続的な

取り組みを行っていく必要がある。 

○４ 安全・安心な学校づくりの推進（主要事業14～18） について 

  食物アレルギー対策，安全教育，防災教育，通学路等の安全確保，シックハウ

スに対する取り組みなど，学校を安心・安全な場とするための事業が十分に実施

されている。食物アレルギー対策については過去の事故への真摯な反省から，継

続的な取り組みとともに，不断に見直しや新たな取り組みを行っている。学校・

教員が最大限配慮する仕組みや体制を整備しつつも，子ども自身も意識と管理能

力を高めることをめざしてブルートレイの対象範囲拡大を検討したことは，さま

ざまなアプローチで子どもの安全を守るために努力をし続けていることへの表れ

と感じた。防災教育の日の推進については，一定の成果を得ているものの，いざ

というときのために保護者や地域住民との連携・協力の層をより広げていくため

に，さらなる工夫が期待される。 

○５ 教職員の資質・能力の向上（主要事業19・20） について 

  指導力向上への取り組み，人権研修の推進，いずれも充実した事業内容で展開

していると言える。人権研修の推進では，単に人権問題を知識として知るだけで
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はなく，教職員自身が自分自身の偏見やバイアスに気づき，人権意識を問い直し，

行動につなげていく必要があることから，その研修の方法や期間，リフレクショ

ンのあり方なども問われる。ヒアリングでは，受け身型研修からの脱却を目指し

て，協議型の研修を増やし指導主事がファシリテーターをして進行する，タイム

リーなテーマを取り上げるなど，目的意識を高める研修に取り組んでいると報告

があった。今後そうした意欲的な研修をさらに位置付けるとともに，研修企画者・

担当者の力量の向上にも期待したい。 

○６ 魅力ある学校づくりの推進（主要事業21・22） について 

  特色ある教育活動の推進，中学校学校選択制の実施について，適切に実施され

ている。特色ある教育活動の推進について，小学校・中学校ともに地域との連携

や地域の資源（人材など）の活用がキーとなっていることから，持続的に地域と

有効な関係を築き，地域資源を発掘し，また地域にとってもこの取り組みが地域

の魅力を高めることにつながるような配慮を続けてもらいたい。 

○７ 個に応じた支援及び指導の充実（主要事業23～25） について 

  特別支援教育の推進，教育相談の充実，いじめ・虐待・不登校等の把握と連携・

支援について，様々な状況にある，さまざまな課題を抱えた生徒・児童への十分

かつ適切な支援体制が一定程度整っていると言える。こうした課題について，目

に見える状況だけではなく，潜在的なニーズも掘り起こして組織的に対応してい

くことが望まれる。 

○８ 学校施設整備の推進（主要事業26～28） について 

  老朽化・長寿命化対策や避難所機能の充実など，学校設備整備が順調に進めら

れている。学校を避難場所としての機能を充実させることは，今後ますますニー

ズが高まることから，順次進めていっていただきたい。 

○９ 協働の学校づくり（主要事業29～34） について 

  「協働」は現代社会のキーワードともいえるが，地域の教育力を向上するため

に，学校と地域，家庭，関係機関との連携や，幼稚園・保育園・小学校・中学校

が連携するのを推進していくことは，ますます重要になってくる。特に地域人材

等を活用した教育支援については，学校支援地域本部設置校を増やしていくだけ

ではなく，コーディネーター人材の確保および持続的かつ実践的な力量形成をど

う進めていくのか検討していく必要がある。学校支援ボランティアを，生涯学習

などにおいて学んだ成果を地域に還元する機会として活用してもらえるよう，社

会教育施設などとも十分連携をとって進めていただきたい。 

○１０ 青少年の育成（主要事業35～38） について 

  学校外においても，青少年が体験・交流し，遊び，居場所となる場や機会があ

る程度整備されていると評価できる。放課後遊び場対策事業（ユーフォー）が子

ども生活部児童青少年課に事務移管したことが，他の事業の運営にどのように影
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響を及ぼしているか，どのように青少年育成に関して連携していくことができる

か，しばらく注視する必要がある。リーダー養成講習会の実施については，今後

地域を担う次世代の育成という事業の必要性や意義に対して受講者が減っている

とのことだが，現代における子ども・若者の関心や状況をよく理解・分析しなが

ら，事業を組み換え活性化していけるよう，期待したい。 

○１１ 学習機会の提供・学習活動の支援（主要事業39～42） について 

  図書館・公民館における市民の多様な学習活動を支える取り組み，市民・社会

教育団体等への支援，障がいのある児童・生徒等の自立活動支援など，暮らしに

根ざした市民の主体的な学びの環境が整備されている。市民の読書・調査活動へ

の支援，地域に根差した公民館活動の推進，障がいのある児童・生徒等の自立活

動支援においては，市民ボランティアの積極的な関わりが不可欠である。ボラン

ティアによって市民の多様なニーズに即時的に応え交流が生まれるのみならず，

ボランティア自身にとっても学習成果の活用ややりがい，自己実現につながる可

能性があるが，ボランティアの固定化，不足，マンネリ化などに陥らないような

仕組みをどう構築していくかが課題である。 

○１２ 歴史・文化遺産の保全と活用の推進（主要事業43・44） について 

  地域ゆかりの文化資源，歴史・文化遺産を保存，活用し，地域への愛着心をは

ぐくむ取り組みがなされている。拠点となる郷土資料館・実篤記念館は活発にこ

れらの事業に取り組んでおり，学校等との連携なども行いながら，その役割を十

分果たしていると言える。今後，他の社会教育施設や教育施設・文化施設等とも

連携しながら，多様なアプローチで郷土についての学びに触れ，深める機会がつ

くれるよう，期待したい。 
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(2) 東京純心大学特任教授 吉澤 良保 

重点プロジェクトについて 

○総評 

  総合教育会議が設置され，市長と教育委員が連携して取り組む５つのテーマ（子

どもたち一人一人に応じた教育及び支援の充実）（安全・安心な学校づくりの推進）

（学校施設の整備の推進）（学校・家庭・地域の連携による教育支援）（オリンピ

ック・パラリンピック教育の推進）のもとに総合的に子どもの学びへの支援とオ

リンピック・パラリンピック（２０２０年）への準備を行う体制づくりが着実に

進行していることが確認できる。 

○１ 教育委員会の改革・改善 について 

  市長（市長部局）と教育委員（教育委員会）で学校教育と社会教育の施策等を

検討する総合教育会議が設置されている。 

○２ 特別支援教育の充実 について 

  特別支援学級（固定）は中学校では増加傾向にあること，特別支援学級（通級）

の小学校における児童が急激に増加していることに留意した支援体制を早急に整

備することが望まれる。 

○３ いじめ・不登校・子どもの貧困対策 について 

様々な要因により学校での学びが円滑に進められない不登校児童・生徒の出現

率が中学校で2.46％と小学校と比して６倍にも達することから中学校における

「つなげる」取組とＮＰＯ法人などと連携した授業改善をより的確に行うことを

期待する。 

○４ 学校危機管理の取組 について 

学校の内外で起こる事件・事故等への対応が過去の事例を基に的確になされて

いる。 

○５ 児童・生徒数の増減に係る変化への対応 について 

平成３２年度に向けた児童・生徒数の推移は小中学校ともに増加傾向にあるた

め，不足教室の確保を適切に用意する必要がある。また，市内における待機児童

問題も現存するため行政的な措置も視野に置いた対応が望まれる。 

○６ 学校施設老朽化・長寿命化への対応と避難所機能の充実 について 

市内の学校施設の８割が築３０年を超えていることから建物の長寿命化策も検

討し，計画的な整備が望まれる。 

○７ 生涯学習・社会教育の振興 について 

少子高齢化が急速に進行するなかで調布市ならではの人と人との「絆」づくり

に向けた（学習機会の場と機会の提供）（社会的に困難を抱える子ども，若者たち

への支援）（文化遺産の保存と活用）が積極的に展開されることを期待する。 

 

107



 

 

施策について 

○総評 

  調布市の児童・生徒が学ぶ学校教育，市民が自己実現を追求し豊かな市民生活

を送ることができるように教育委員会はその職務を５つの基本方針に明記し，施

策の推進を図っていることが確認できる。特に，東日本大震災の出来事や食物ア

レルギーにより市内の学校給食で児童の命が失われた事故を風化させずに教訓と

することの確認を徹底している。また，いじめ・偏見・差別・虐待をしない，さ

せない人間尊重の精神を土台とした人権教育，心の教育に取り組む体制が整備さ

れており評価できる。 

○１ 豊かな心の育成（主要事業1～5） について 

  いじめ防止対策に向けて「未然防止」「早期発見」「早期対応」「重大事故への対

処」を念頭に調布市人権指導資料の作成，教職員の校内研修の実施，人権週間の

設定をしている。また，各種の体験活動，野川や多摩川を活用しての環境教育の

実施，情報モラル教育の実施など成果を上げていることが確認できる。その一方，

道徳授業地区公開講座への参加者の減少が地域により減少傾向にあることが懸念

される。 

○２ 確かな学力の育成（主要事業6～10） について 

  確かな学力の育成にあっては全体的に課題があるのではないか。「国際教育の推

進」での小学校５，６年生（外国語活動の教科）は外国語活動推進委員会の機能

を強化し，先進地での実践例，中学校との強固な連携，外国人英語指導者の活用

にかかわる検討が必要である。加えて，ＩＣＴ機器を活用する教育の重要性を全

小中学校，特別支援学級（固定学級）の教員に伝達し，効果的な指導の実施を図

る必要がある。 

○３ 健やかな体の育成（主要事業11～13） について 

  体力向上を図る「一校一取組・一学級一実践」が成果を挙げていることが確認

できる。また，全小・中学校がオリンピック・パラリンピック教育推進校となる

など評価できる。加えて教育委員会主催の親子料理教室，市と連携した食育講演

会が実施されている。 

○４ 安全・安心な学校づくりの推進（主要事業14～18） について 

  食物アレルギー対策の実施，調布警察署と連携したセーフティ教室や不審者対

策の実施をしている。また，消防署と連携した防災教育の日の事業が確認できる。 

○５ 教職員の資質・能力の向上（主要事業19・20） について 

  職層・経験年数別研修を着実に実施している。人権教育の課題を洗い出し研修

を実施するとともに，新たな人権課題である障害のある方々への更なる意識向上

を図る取組を検討している。 
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○６ 魅力ある学校づくりの推進（主要事業21・22） について 

  特色ある学校づくり推進交付金を活用し，教育活動が各校で実施され成果を挙

げている。 

○７ 個に応じた支援及び指導の充実（主要事業23～25） について 

  来所相談件数が過去最高の５４５件となったが担当者の適切な対応で１０５件

を主訴の改善等による終結となった点は評価できる。また，不登校対策委員会の

機能の充実がなされる中で学校内での組織体制の不備が指摘されている。 

○８ 学校施設整備の推進（主要事業26～28） について 

  快適な教育環境の整備に向けた事業が着実に推進されている。避難所機能の充

実が図られている。 

○９ 協働の学校づくり（主要事業29～34） について 

  協働の学校づくりを目指した（地域人材等の活用）（異校種の連携）（学校アセ

スメントの充実）（郷土博物館・実篤記念館と学校教育の連携）が十分になされて

いる。 

○１０ 青少年の育成（主要事業35～38） について 

  リーダー講習会，意見発表会，青少年交流館・青少年ステーションＣＡＰＳ交

流事業が実施されている。 

○１１ 学習機会の提供・学習活動の支援（主要事業39～42） について 

  障害のある児童・生徒等の自立活動支援を充実する必要がある。 

○１２ 歴史・文化遺産の保全と活用の推進（主要事業43・44） について 

  地域ゆかりの文化資源ら歴史・文化遺産が活用されている。 
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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 

・調布市にとって，重要且つ喫緊の課題に取り組もうとしている意欲を強く感じ

させる重点プロジェクトであり，敬意を表する。 

・プロジェクトと施策の関わりが若干分かりづらい。重点プロジェクトに取り上

げられている施策は組織横断的に行うことを重視するのであれば，そのことを

シートに項目として起こすとよいのではないか。 

・プロジェクトは，重点的に行うものという一般的認識をもっているが，重点プ

ロジェクト３及び重点プロジェクト７は，プロジェクトとしては多岐にわたる

内容と感じる。まず，プロジェクトとしての位置づけを明らかにした上で，取

組内容を精査し，バランスの良い取り組みとして頂きたい。 

○１ 教育委員会の改革・改善 について 

 ・調布市総合教育会議が設置され，市長部局との連携が深まることは大変喜ばし

いことである。教育の独立性も保ちつつ，連携を深めて頂きたい。 

・調布市教育大綱の策定は，素晴らしいことであり大いに評価する。また教育大

綱の策定に伴い示された５つの連携テーマは，連携の姿が具体的に見えて分か

りやすい。今後は，５つのテーマに沿った企画・実践の充実も進められたい。 

○２ 特別支援教育の充実 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，モデルスクー

ルの取り組みや市内全小学校に特別支援教室の設置は，今後の充実が大いに期

待できるものである。プロジェクトのさらなる推進を願う。 

○３ いじめ・不登校・子どもの貧困対策 について 

 ・いじめ問題・不登校・こどもの貧困は，生徒指導にかかわる問題であり，重点

プロジェクトとし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・不登校・こども

の貧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。 

・また，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，取り組みへの意欲は感じるが，個々への具体的指導が必

要な生徒指導上の課題としては，曖昧になることが懸念される。生徒指導とし

ての直接的な取り組みの充実についても，検討してはいかが。 

○４ 学校危機管理の取組 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については，過去の事例なども踏ま

えて，様々な取り組みが実施されており，大いに評価するとともにさらなる充

実を願うところである。比すると，事件・事故が起きたときの被害を最小に食

い止めるクライシスマネジメントについての取り組みの記述が若干少ないよう

である。 

○５ 児童・生徒数の増減に係る変化への対応 について 

 ・調布市の教育人口の短期的増加，長期的減少が予想される中で，校舎増築工事

を進めていくことは重要且つ困難な取り組みと考える。多くの費用がかかるな

ど様々な制約がある中で，計画的に進められていることを評価したい。 

・１０年目を迎える中学校学校選択制度については，地域コミュニティの活性化

の視点も考慮し，検証を行って頂きたい。 

○６ 学校施設老朽化・長寿命化への対応と避難所機能の充実 について 

 ・施設の老朽化対策として，施設の増改築は，重要であり且つ深刻な問題と捉え

る。さらに避難所機能を併せて構築することは，中長期的な計画をもって進め

ていく必要がある。プロジェクトとして取り組む必要性を強く感じるところで

ある。 

○７ 生涯学習・社会教育の振興 について 

・地域の「絆」を重要視し，生涯にわたって学び続け，成長していく仕組み作り

は，調布市の生涯教育として極めて重要である。本重点プロジェクトの推進に

期待がかかるところである。市民とともに作り上げていく視点が必要であり，

その仕組み作りを期待したい。 

・なお，重点プロジェクトの内容があまりにも広く，取り組みが確実に実践され

るよう，進め方に工夫を要すると感じる。 

施策について 

○総評 

 ・全般的に，丁寧な施策，事業展開であることを感じる。 

・次期学習指導要領，アクティブ・ラーニング，オリンピック・パラリンピック，

震災対応，地域連携，市民教育など，今般重視されている課題を素早く取り上

げ，事業に組み込んでいるのも大いに評価する。併せて，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についても施策として取り上げ，確実に推進され

ていることも大きく評価する。 

・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。さらに学校教育との

連携を重視していることも素晴らしい取り組みである。次世代へ調布市の豊か
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な文化財を確実に引き継いでいこうとする思いを感じさせる。 

○１ 豊かな心の育成（主要事業1～5） について 

 ・事業１「命の教育活動の推進」については，何よりも優先すべきことである。

全校に応急手当普及員を配置出来たことは，高く評価する。今後応急手当普及

員の全校２名配置にも期待するところである。 

・事業３において，道徳の教科化に関わる取り組みが各校において確実に推進さ

れていることを評価する。道徳地区公開講座の保護者・地域参加者の減少につ

いて，今までも課題としてあげられてきたが，それらもふまえ，具体的な工夫

等を示す必要がある。 

・情報モラル教育の推進は，今後きわめて重要な課題となる。特にＳＮＳについ

ては，児童・生徒の状況が見えてこない部分も多く，対策を今後十分に検討し

ていく必要がある。 

・中学校のスキー教室については，旧態依然な活動となりやすい。雪国体験など

を加えるなどの見直しを期待する。 

○２ 確かな学力の育成（主要事業6～10） について 

 ・事業６，小学校の外国人英語指導教師の活用について，早い段階からネイティ

ブの英語に触れさせることは英語力向上に大きな効果が期待され，高く評価し

たい。さらに効果的な連携の在り方について検討を進め，小学校教員の英語指

導力の向上に期待する。 

・事業７のＩＣＴ機器の活用で，タブレット端末の活用が特別支援学級の取り組

みに限っているのは，課題が残る。中学校でのタブレット活用が討議されてい

るようであるが，早めの実現を望む。 

・事業９，理数教育の推進において，市独自の少人数指導講師の配置は素晴らし

い取り組みである。すぐに成果があがるものではないが，やがて大きな成果が

あがってくることが予想され，さらなる充実を期待したい。 

○３ 健やかな体の育成（主要事業11～13） について 

 ・事業１１で，北ノ台小学校，第三中学校の取り組みは素晴らしい。しかし一部

の学校の特別な取り組みとならないよう，市内すべての学校に広げていくこと

を期待する。 

・オリンピック教育が充実して取り組まれていることは高く評価したい。しかし，

東京オリンピックに向けてのイベント的教育に終わることなく，調布市独自の

視点から児童・生徒に対し具体的にどんな力を身につけさせ，生涯にわたって

その力を発揮していくのかを明らかにしておく必要がある。その点からも，オ

リンピック・パラリンピック教育全体計画の作成・充実をいそがれたい。 

・事業１３の食育の推進について，食育は全教育活動をもって指導するものであ

る。給食に関わっての指導や行事的な指導にとどまることなく，例えば社会科
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における産業の学習や家庭科における食に関する指導など各教科の指導と連携

を図った食育も重視されたい。食に関する指導計画の充実をさらに図られると

よい。 

○４ 安全・安心な学校づくりの推進（主要事業14～18） について 

 ・事業１４の食物アレルギー対策は，調布市としては極めて重要な施策と考える。

２７年度から使用開始のブルートレイを１年間使用し，成果が見えてきている

ことを評価する。アレルギー対策は子どもの意識向上も重要な視点であり，取

り組みの強化を期待する。その他，ホットライン継続や児童・生徒への指導，

教職員の研修など取り組みが充実しているのも大いに評価したい。 

・事業１６，防災教育の日の推進は，市民の防災に関する意識を高める取り組み

として大きく評価する。４年間の継続した取り組みは今後にもつながる事業で

ある。全市民が参加できる工夫を期待する。 

・事業１７，通学路等の安全確保において，防犯カメラの設置の促進は評価した

い。しかし，防犯カメラを設置すれば安全が確保されるのではない。設置の広

報などを通すことにより，犯罪の抑止力を高める必要がある。展開を期待する。 

○５ 教職員の資質・能力の向上（主要事業19・20） について 

 ・次期学習指導要領の姿が見えつつある中で，それを見据えた研修の検討が行わ

れていることは大いに評価する。アクティブ・ラーニングについては，次期学

習指導要領の基本的スタンスであり，それを見据えた研修の導入も素晴らしい。

研修はどうしても「やらされるもの」というイメージが教員にはつきまとうが

「自らやる研修」となるよう，調布市独自の研修内容が進められていることは

大いに評価する。 

・人権教育プログラムを活用した研修が，すべての学校で実施されたことは，高

く評価する。年３回発行の人権教育ニュースも効果的である。併せて活用方法

も提示されており評価したい。 

○６ 魅力ある学校づくりの推進（主要事業21・22） 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，各校の教育活動の取り組

みに成果を上げているということについて，評価する。学校ごとの活動が多岐

にわたるため，活動内容がホームページに掲載され，周知されているところで

はあるが，さらに市民に，「特色ある教育活動」の理解が深まるような工夫があ

るとよい。そのためにも，多岐にわたっている，特色ある教育活動の概念規定

を行うことを期待する。 

・中学校の選択制度について，自分に合った学校を選ぶという面で評価できる。

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，今後，その視点

からの検討を進めて頂きたい。 
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○７ 個に応じた支援及び指導の充実（主要事業23～25） について 

 ・情緒障害学級担任による巡回指導の先行実施は大いに評価する。通級指導学級

に通う児童・生徒の個別支援計画の作成が小学校で１００％を切ったことは若

干の課題としてとらえ，今後に期待したい。 

・事業２４の教育相談の充実において，いじめ問題の未然予防などは，相談しや

すい環境づくりが何よりも重要である。例年通りとなることなく，広報，PRの

充実も含め，さらなる充実に向けたご検討を頂きたい。 

・事業２５において，１２月に行われたいじめ撲滅運動は，児童・生徒が中心に

なっての取り組みであり，大いに評価したい。不登校対策委員会を設置したこ

とは高く評価したい。今後の活動の充実を期待する。 

・若干事業展開が広すぎる感がある。 

○８ 学校施設整備の推進（主要事業26～28） について 

 ・事業２６，快適な教育環境の整備で，ガラス飛散防止フィルムの貼付は効果的

な取り組みと考える。この取り組みはすべての学校で行うのか否かについて，

科学的検証を進められるとよい。 

・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。今後は，避難所となった際に，教員の活動の在り方についても，先行事

例をもとにご検討されたい。 

○９ 協働の学校づくり（主要事業29～34） について 

 ・事業２９において，情報交換会を実施し，情報の共有が出来ていることは，地

域の実態に違いがある中で有効であると評価する。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を進めて頂きた

い。 

・事業３０は素晴らしい取り組みであるが，評価が「Ｂ」であったことが残念で

ある。さらなる人的配置の充実を期待する。 

・事業３３は，調布市の文化遺産を学校教育と連携する取り組みであり大いに評

価する。学校側からも，文化遺産側からもアプローチを強化し，さらなる充実

を期待する。 

○１０ 青少年の育成（主要事業35～38） について 

 ・事業３５において，リーダー養成講習会の広報を充実させ，参加者が１８人増

となったことは評価したい。課題の分析をさらに行い，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，調布っ子夢会議は児童・生徒の意見発表の場として，大き

く評価したい。観覧者数の増加に向けて，広報や内容の充実など，ご努力を期

待する。 
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○１１ 学習機会の提供・学習活動の支援（主要事業39～42） について 

 ・事業３９では，市民が読書に積極的に関われる取り組みが充実しており，大い

に評価したい。ハンディキャップサービスは素晴らしい取り組みであり，さら

なる広報の充実を期待する。 

・事業４１において，市民の文化活動の向上に寄与していることを評価したい。

学校開放については，直前の予約も可能となり，より市民の簡便性が図られた

ことは評価する。学校教育活動に支障が出ないようご配慮いただきたい。 

・遊ingについては，参加者の減少が見られるとのことだが，継続について，意義

等の分析も含めご検討頂きたい。 

・すべての取り組みにおいて，スタッフの確保が課題となっている。スタッフを

集める手立ての工夫や事業展開の変更など，検討頂きたい。 

○１２ 歴史・文化遺産の保全と活用の推進（主要事業43・44） 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，

さらに取り組みを充実していただきたい。 

・事業４３において，郷土博物館で，２０２０のオリンピック・パラリンピック

に向けた事業展開は素晴らしい発想である。５０年の時の流れを展示する計画

など，調布市の文化の高さを感じるところである。 
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