
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 点検・評価についての有識者からの意見 



 

 

５ 点検・評価についての有識者からの意見 

  令和元年７月１６日（火）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，有識者会議の時点における点検・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２０ページから５１ページにわたって記載

している点検・評価の各シートは，有識者会議及び本意見書の指摘・意見を踏まえ

て一部修正・追記を行ったものである。 

 

(1) 東京純心大学名誉教授 吉澤 良保 

施策について 

○総評 

教育の機会確保の法律が施行されている現状にあっては，「個に応じたきめ細か

な支援」のもとに新たな施策が実行される。その結果「学校の福祉機関化」が徐々

に進行していく。限られた予算の下での調布市の全児童・生徒の教育水準の維持

向上を願うばかりである。そのため，全教職員が従前のエガリタリアニズム（学

校を主とした教育万能主義）から，未来で勝ち残るために必要な権威より創発，

理論より実践，プッシュよりプルという考え方をもって，学校・家庭・地域の連

携を推進する「地域学校協働本部」システムを充実させ，未来を担う子供たちの

育成にかかわって欲しい，と思う。この点，施策１０の３４事業の実施にはそう

した未来がみえる取組が確認できるため（部分的には，より点検が必要な施策が

散見される），全体として平成30年度の取組は評価できる結果といえる。 

○施策１ 豊かな心の育成 について 

  事業３では，道徳授業公開講座への保護者等の参加者数が記載されていない，

という点がある。また，教員研修においてグループで指導案を作成し，研究授業

を行った，とあるが校種別，対象学年，主題名についての詳細が未記入である。

さらに，授業力向上セミナーへの中学校教員の参加の内訳が未記入である。 

○施策２ 確かな学力の育成 について 

事業８では，昨年（H２９）年度の点検評価では「業務の効率化を図るため市

立図書館との電算システムとの統合を進める」とあるが，本年度の評価には記載

がないため，その理由の記載が必要である。 

○施策３ 健やかな体の育成 について 

事業１０では，昨年（H２９）年度の「前年度の振返り」記載では「メニュー

に適した食器，食具の充実としてフォークの導入の必要性」を強調した記載にな

っていたが，本年度では「次年度以降の取組等」で段階的に進める，とトーンダ

ウンした記載になっているため，説明が必要である。 

 



 

 

○施策４ 個に応じたきめ細かな支援 について 

事業１２では，分教室型不登校特例校「第七中学校はしうち教室」は評価でき

る取組である。 

○施策５ 魅力ある学校づくりの推進 について 

  事業１９では，在校時間60時間を超える教員の実態を数値で示して欲しいが，

把握は難しいと考える。 

〇施策６ 安全・安心な学校づくりの推進 について 

  きめ細かな対応と取組をしており，評価できる。 

○施策７ 学校施設整備の推進 について 

  きめ細かな取組をしており評価できる。 

○施策８ 青少年の育成 について 

  事業２７では，５０年近くの取組の成果が着実に出ており評価できる。 

○施策９ 生涯学習社会への対応 について 

  事業３２では，昨年（平成２９）年度の点検評価の課題として，「増加する新設

保育園」や子どもの育成に関わる団体や施設との連携が不十分である」との記載

があったが，本年度分には，そうしたことへの記載がなく，どう取り組んだのか，

についての記載が必要である。 

○施策10 地域ゆかりの文化の保存と継承 について 

  きめ細かな取組を展開しており評価できる。 

 

 

 

(2) 白百合女子大学人間総合学部初等教育学科教授 神永 典郎 

施策について 

総評 

平成30年度の施策・主要事業の点検・評価については，新しく作成され令和元

年度以降に実施される調布市教育プランの推進に向けて着実な推進に向けた取組

に反映できるようにするため，新たな整理・見直しを図った10施策・34事業の

体系に基づき振り返っていただいた。このように，各所管部署が市の教育行政の

在り方としてのあるべき姿に向け，真摯に点検・評価に取り組まれていることに，

まず敬意を表したい。また，今回の点検・評価において見出された課題や方向性

に基づき，令和元年度以降の教育プランの目標達成に向けて，その進行管理が確

実に推進されるよう取り組んでいっていただきたい。次年度に向けて検討してい

ただきたいのは，各施策ごとの評価の総括の仕方についてである。点検・評価の

進め方について，今年度は，新教育プランの施策毎に設定した成果指標とその目

標値に基づいて行われている。これは，各施策に対する取組状況を市民にも分か



 

 

りやすく伝えるためのものとして十分評価できる。しかしながら，設定された成

果指標は施策を代表するものではあるものの，施策全体をカバーできているとは

限らない。新教育プランにおいては，各施策における主要事業も２～５に整理さ

れていることから，施策全体の評価を総括するに当たっては，事業毎の重みの違

いに考慮しつつも総括評価を補完する形で下位項目として各主要事業の５段階評

価を行ってはどうか。そうすることで，施策全体をよりきめ細かく点検・評価す

ることができ，各施策の評価結果をより分かりやすく総括することができるので

はないかと考えるので，ご検討いただきたい。 

○施策１ 豊かな心の育成 について 

  本市が，教育の３つの重点を徳・知・体の順に掲げ，取り組まれていることは

重要である。「調布市防災教育の日」に合わせて全市的に各小中学校で実施し公開

している「命」の授業や「いのちと心の教育」月間の取組は，生命尊重や人権意

識を高める取組として評価出来る。さらに，「特別な教科 道徳」の実施に当たり，

「考え議論する道徳」と言われる多様な立場から考えを深めていく新たな道徳授

業への取り組みがなされて行くように教員研修の場を設けていっていただきた

い。なお，体験学習は移動教室や修学旅行，職場体験などの行事のみを実施すれ

ばよいのではない。普段の学校での学習では経験することができない，座学では

ない貴重な経験を得られるよう計画・実施できるように支援していっていただき

たい。 

○施策２ 確かな学力の育成 について 

「確かな学力の育成」は学校教育が中心的な役割を担う部分である。学習満足

と学ぶ意欲の向上においては，基礎的な知識・技能の習得に留まることなく，児

童・生徒がそれらを活用して主体的に課題に取り組んだり，自分が感じたり考え

たりしたことを伝え合ったりする活動が十分行われる必要がある。ついては，授

業改善のための指導・助言等に努めてほしい。また，学校に対する支援として直

接取り組めることは学習環境の整備である。引き続き，各学校へのタブレットの

導入等ICT環境の整備とともに，その活用能力の向上を図る研修にも努めていって

ほしい。さらに，東京2020に向けたオリンピック・パラリンピック教育への取

組をきっかけとして，それらと関連を図った国際感覚の醸成や外国語コミュニケ

ーション能力の育成を図っていけるよう取り組んでいってほしい。特に，学校図

書館の活用推進においては人的・物的な面でその充実のためには予算の確保が伴

ってくることから，学ぶための環境整備の観点からその予算については計画的に

確保していけるよう取り組んでいっていただきたい。 

○施策３ 健やかな体の育成 について 

各学校で体力・運動能力の向上に向け一校一取組・一学級一実践に地道に取り

組まれていることに敬意を表したい。今後も，十分な運動量を確保し，自らの健



 

 

康増進のためにスポーツに取り組もうとする意欲を育てることができるよう取り

組んでいっていただきたい。また，中学校の部活動では学校の働き方改革とも相

まって，外部指導者による指導も取り入れられて来ていることは時宜を得た取組

であり評価できる。ただし，部活動の指導に当たっては，生徒への教育的配慮も

重要であることから，それを踏まえた力量のある指導者に委託できるよう支援し

ていってほしい。さらに，各学校で作成された食に関する指導の全体計画と年間

指導計画を実効性のあるものとするための研修等にも努めていってほしい。 

○施策４ 個に応じたきめ細かな支援 について 

本市では，これまでもこの施策に重点を置いた取組を進め，また新教育プラン

において特別支援，不登校支援，いじめ・虐待の防止と対応，貧困への対応と，

社会状況の変化にともなった支援策，対応策に取り組まれていることに敬意を表

する。しかしながら，これらの課題については，まだまだ十分な支援策や対応策

が取れている状況ではなく，今後とも必要なものは継続・充実の方向で取り組ん

でいっていただきたい。特に，外国人労働者の増加に伴い，市内小・中学校にも

日本語指導の必要な児童・生徒が増加してきているので，これらの課題について

も，これまでの対応に加えて，より充実した支援が行えるようその対応に取り組

んでいっていただきたい。また，保護者からの関心と要望の高い施策でもあるの

で，その点からも十分な予算を確保してその事業に取り組んでいただきたい。特

に，貧困と虐待は密接な関係があるので，教育委員会だけでなく，社会福祉関係

部署との連携を図った対応を取れるよう，体制の整備・拡充を図っていっていた

だきたい。 

○施策５ 魅力ある学校づくりの推進 について 

  新学習指導要領が目指す「社会に開かれた教育課程」の実現のためには，学校

と地域との連携を図っていくことが欠かせない。そして今年度からは，その中心

となる学校支援地域本部が地域学校協働本部へと連携協力体制が拡充・発展して

行く方向で進められることになっている。特に，各学校の特色ある教育活動にお

いては，総合的な学習の時間等で地域課題に関わる活動が展開される場合が多い

ことから，各学校の教育活動を支援する人材をコーディネートする橋渡し役を担

う人や仕組みが不可欠である。そのような人物や組織の構成に当たって，市教育

委員会として支援できるような体制を整えたり費用の確保等に努めたりしていっ

ていただきたい。 

〇施策６ 安全・安心な学校づくりの推進 について 

  本施策は，学校に子どもを預ける保護者の願いであり，市民の関心が高い。食

物アレルギー対策の推進は，本市における事故の教訓を生かした先進的な取組を

継続するとともに，その教訓を風化させることなく，積極的に発信していくこと

も行っていただきたい。また，安全教育の推進に当たっては，地域との連携を図



 

 

って推進するとともに，児童・生徒自身が身を守る行動を取れるよう実践的な学

習を行うことも求められていることから，効果的な方法を検討し，取り組んでい

っていただきたい。さらに，児童・生徒の安全確保については，防犯カメラの設

置等これからも拡充の必要な箇所もあるので，継続した点検等の安全管理に努め

ていっていただきたい。 

○施策７ 学校施設整備の推進 について 

  学校施設の整備の推進は，学習環境面から児童・生徒が学びに向かう意欲に大

きな影響を及ぼす。その点について，計画的に維持保全に取り組み，既に成果指

標を達成していることに敬意を表したい。今後児童・生徒数の増加が見込まれる

中，子供達がより良い学習環境の中で学習が進められるよう，普通教室の確保に

努めていっていただきたい。また，夏季の暑さ対策や熱中症対策としての体育館

への空調設備の整備についても，必要な予算の確保と計画的な整備・拡充が図れ

るよう取り組んでいっていただきたい。 

○施策８ 青少年の育成 について 

  本市の特色ある取組として，学校の垣根を越えて中・高生の地域活動のリーダ

ーを育成していく取組は素晴らしく，学校教育との連携を図りながら，今後も継

続していっていただだきたい。また，18歳選挙権が実施され，青少年の主権者と

しての意識を高めていくことが求められている。ついてはそうした役割を担う活

動を推進していく新たな取組として，地域の活性化やまちづくりに取り組むNPO

等との連携も視野に入れながら，高校生に活躍の場を与えられるようなより良い

まちづくりのための活動等を創り出すことができないか検討を進めていっていた

だきたい。 

○施策９ 生涯学習社会への対応 について 

  生涯学習の機会の確保とその支援は今後とも重要である。各年代の市民のニー

ズに応じた学習の機会や場の提供等，継続して支援していっていただきたい。ま

た，障害のある方の学校を出てからの社会活動の支援の取組も重要である。それ

らの観点から，市民の暮らしの地域の良さや課題の再認識につながる公民館活動

の推進や，地域の学習拠点としての図書館の役割や機能が果たせるように取組を

進めていっていただきたい。 

○施策10 地域ゆかりの文化の保存と継承 について 

  市の郷土博物館や武者小路実篤記念館等の既にある施設や，地域ゆかりの文化

を生かした事業等が広く市民に認知されるよう努めていただきたい。また，その

方法として，博物館や記念館等の施設の利用者数を増やすことだけでなく，学校

との連携を図り，必要に応じて資料を提供したり，学校に出向いてのアウトリー

チ活動を進めたりするなどして，学校の教育課程に位置付く形での連携が図れる

よう努めていっていただきたい。 

 



 

 

(3)  帝京大学大学院教職研究科教職実践専攻教授 赤堀 博行 

施策について 

○総評 

・学校教育の充実に関しては，徳・知・体の育成に応じた事業が各方面で展開さ

れていることは大いに評価できる。教育委員会事務局の施策は学校と一体的なも

のが多いが，学校を支える教育委員会の取組をクローズアップする上でも，主体

を明確にして教育委員会が行ったことと，学校が行ったことを分けて記載するな

どしてはどうか。 

・今次の学習指導要領の改訂では，多様性を認め合うといった観点から特別な配

慮を必要とする児童・生徒への対応について，障害のある児童・生徒，帰国児童・

生徒，日本語の習得が困難な児童・生徒，不登校児童・生徒を具体的に挙げてい

ることから，外国人児童・生徒への配慮，併せて社会教育における外国人住民へ

の配慮を具体的な施策として取り上げたいところである。 

・学校教育，社会教育ともに意義深い事業を展開していることから，これらの諸

事業の実績を市民及び他市に向けてアピールしていきたい。 

○施策１ 豊かな心の育成 について 

 ・生命に対する畏敬の念を育むことの重要性を鑑みると，「いのちと心の教育」を

継続的に実施していることは意義深い。 

・「命」の授業については，教育課程上の位置づけを明確にして多様に展開するこ

とが重要であるとともに，各学校が交流する機会と場を設けることが期待される。 

・人権教育は教育課題の一つであり，必須の教育活動があるということではない

ため，その推進において各学校が実施した授業の概要が具体的にわかるような記

述にしたいところである。 

・道徳授業地区公開講座の全校実施は都教委の方針で進めているものであること

から，記載するのであれば市としての工夫を加味するようにしたい。 

○施策２ 確かな学力の育成 について 

・小学校における外国語教育が重要視されていることから，英語教育推進リーダ

ーを活用した研修の実施や「使える英語」を習得させるための実践的な教育を推

進していることは意義深い。 

・基礎的知識・技能・学習満足度の向上と学ぶ意欲の育成に関わって，幼・保・

小の連携及び小・中連携についての概要を具体的に示すようにしたい。 

・ユニバーサル・デザインと個別的配慮事項の捉え方を明確にしたい。 

○施策３ 健やかな体の育成 について 

・体力向上への支援の中で，学校が独自に工夫をして，一校一取組・一学級一実

践を行っていることは意義深い。各校の取組を交流する場と機会を設定して，各

学校の取組の改善・充実が図られるようにしたいところである。 



 

 

・各学校の食に関する指導の全体計画と年間指導計画の作成及び実践を促してい

ることは意義がある。各学校の諸計画を交流し合ってより充実した計画を目指し

たい。 

・食育に関しては，和食が無形文化遺産に登録されたことなどを鑑み，伝統文化

教育の観点からの市の食文化（例えば深大寺そばや多摩川の鮎など）について児

童・生徒が学ぶことができるような工夫も考えたい。 

○施策４ 個に応じたきめ細かな支援 について 

・小・中学校における校内通級教室の充実・整備の推進は，発達障害のある児童・

生徒の状況を勘案すると意義がある。 

・通常学級においても発達障害のある児童・生徒への配慮が求められていること

から，特別支援学級の担当教員以外の教員に対して，特別に支援を必要とする児

童・生徒への対応について研修を行ったり，特別支援コーディネーターの資質向

上のために研修を行ったりしたい。 

○施策５ 魅力ある学校づくりの推進 について 

 ・学校支援地域本部の拡充など地域との連携協力を促す取組は，「地域に開かれた

教育課程」の編成・実施に向けて有効である。 

・地域人材等を活用した教育のより一層の充実を期して，パイロット校を設けて

モデル事業を行うことが考えられる。 

・働き方改革については，教育指導と事務作業とを区別して改革すべき事項を明

確にするとともに，保護者や地域住民への理解などにも努めたい。 

〇施策６ 安全・安心な学校づくりの推進 について 

 ・食物アレルギー対策の推進に関しては，これまでの経緯を踏まえて先駆的な取

組を行っており大いに評価できる。こうした取組を市外など外に向けてアピール

することで公教育全体の充実・向上が期待できる。 

・防犯カメラの設置や「啓発用巻き看板」や「こどもの家」の増設は諸般の状況

から評価できる。これらのことを広報することで事件・事故の抑止につなげるよ

うにしたい。 

○施策７ 学校施設整備の推進 について 

 ・快適な教育環境の整備について，特別教室や体育館の空調整備を進めているこ

とは評価できる。熱中症対策として，室外のミスト設備を行ったり，熱中症事案

に関わる対応マニュアルを作成したりすることなども考えてみたい。 

○施策８ 青少年の育成 について 

 ・家庭教育セミナーの実施に関わって保護者以外の参加により地域住民や他地区

の保護者の学びが行われたことは興味深い。「社会に開かれた教育課程」が課題に

なっていることから，こうした場で学校に対する期待の声を収集することも考え

たい。 



 

 

・青少年交流館の利用の拡大に関して，世代間交流の場と機会を設けていること

は意義深い。利用者の声を集約して広報することにより一層の充実を図りたい。 

○施策９ 生涯学習社会への対応 について 

・障害者に学びの場と機会を設定したり，公民館において市民の学びの発表の場

を提供したりしていることは生涯学習の充実を図る上で意義深い。 

・公民館を子どもの学びの場として活用していることは有効な施設利用と言える。 

○施策10 地域ゆかりの文化の保存と継承 について 

・時機を得た関連企画展や講演会を開催したことは評価できる。これらのイベン

トへの来場者数や参加者数を示すことも考えたい。 

・学校教育との連携による郷土の歴史・文化の学習については，学習指導要領の

改訂にあわせたメニューを学校関係者と共同で作成することも考えたい。 

 

 


