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目 
的 

対 象 小・中学生 
意 図 基礎的な知識や社会性，体力が身に付き，自ら学び，考える力を培う 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ72＞ 

次代を担う子どもたちが，それぞれの個性を伸ばし，主体的に考え，生きる力を育むための機会を推進するとともに，

支援を必要とする子ども一人一人に応じた学びと成長を促します。また，そのために必要な環境を整えます。 

 
ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

目標値 
（平成30年度） 

１ 不登校児童・生徒の出
現率（上段：小学校，下
段：中学校）【☆，◎】 

0.57％ 
2.65％ 

（平成25年度） 

0.42％
2.55％ 

（平成26年度） 

0.41％
2.48％ 

（平成27年度） 

0.62％
3.13％ 

（平成28年度） 

0.1％（小） 
1.0％（中） 

２ 東京都「児童・生徒の
学力向上を図るための調
査」での東京都全体の平
均正答率を上回ったポイ
ント数【☆，◎】 

2.0ﾎﾟｲﾝﾄ 
2.0ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.6ﾎﾟｲﾝﾄ 
2.0ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.3ﾎﾟｲﾝﾄ 
0.5ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.4ﾎﾟｲﾝﾄ 
0.1ﾎﾟｲﾝﾄ 

5.0ﾎﾟｲﾝﾄ(小) 
5.0ﾎﾟｲﾝﾄ(中) 

３ 小児生活習慣病予防健
診の正常及び管理不要の
生徒の割合【☆，◎】  

82.3％ 82.0％ 80.8% 80.２% 88.0％ 

４ 特別支援教室の設置校
数（小学校）【☆，◎】 

３校 20校 20校 20校 
20校 

（平成28年度） 
５ 防災教育の日の参加者
数【☆，◎】 

28,077人   29,531人 30,437人 30,696 人 30,000人 

６ 耐用年数を基本に屋上
防水・校舎の外壁・受変
電設備が予防保全できて
いる学校の割合【☆，◎】 

66％(67/101) 
38％(38/101) 
93％(26/28) 

84％(85/101) 
47％(47/101) 
96％(27/28) 

93％(94/101) 
71％(72/101) 
96％(27/28) 

96％(98/101) 
80％(81/101) 
96％(27/28) 

100％
(101/101) 
100％

(101/101) 
100％(28/28) 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 不登校児童・生徒の出現率【☆，◎】 
不登校児童・生徒の出現率は，昨年度より小学校０．２１，中学校で０．６５ポイント上回る状況となりました。

スクールカウンセラーの活用や子どもを守る地域ネットワークとの連携等を通じて，未然防止や早期発見に努めると

ともに，文部科学省の問題行動調査やふれあい月間等を通じて，実態把握・傾向分析を行い，関係機関と連携し対応

しました。 
２ 東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」での東京都全体の平均正答率を上回ったポイント数【☆，◎】 
 少人数・習熟度別学習指導の推進や授業改善，東京ベーシック・ドリルの活用に取り組みました。前年度と比較し
て，小学校では０．1ポイント増加しましたが，中学校では０．４ポイント減少しました。 
３ 小児生活習慣病予防健診の正常及び管理不要の生徒の割合【☆，◎】 
 平成２９年度の「正常」及び「管理不要」の生徒の割合は，前年度と比較して０．６ポイント減少しました。また， 
平成２５年度からの推移として，減少傾向が続いています。 
４ 特別支援教室の設置校数（小学校）【☆，◎】 
平成２７年度から全小学校に特別支援教室を設置し，国からの委託事業の成果などに生かすとともに，教員の資質

向上や保護者への情報提供につとめ，特別支援教育の充実に向けて取り組みました。 
５ 防災教育の日の参加者数【☆，◎】 
６回目となった調布市防災教育の日については，前年度と比べ，保護者の参加人数が増加したことや，避難所担当

者や初動要員などの市職員の参加が増加したことにより，全体の人数が約２５０人増加しました。 
６ 耐用年数を基本に屋上防水・校舎の外壁・受変電設備が予防保全できている学校の割合【☆，◎】 
屋上防水及び校舎の外壁は，学校施設の全棟数１０１棟中，改修工事により，屋上防水は３ポイント，校舎の外壁は

９ポイント改善しました。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№05 学校教育の充実） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０５-１ 豊かな心の育成（総合戦略Ｄ－⑤） 
（◆豊かな心の育成）小・中学校全校で道徳授業地区公開講座を実施し，学校・保護者・地域と共に子どもたちの心
の育成に努めました。また，スクールカウンセラーについては，小・中学校全校に市費は年間３５日，都費は年間 
３８日配置し，２人体制の相談体制を継続するとともに，小学校５年生と中学校１年生への全員面接を実施しました。 
（◆いじめ，不登校の未然防止及び子どもの貧困対策に向けた環境整備）校長会や生活指導主任会を通し，学校いじ
め防止対策基本方針に基づく組織的な対応で実施することを確認するとともに，「人権週間」や「いのちと心の教育
月間」などの取組を通して，市内全小・中学校でいじめの未然防止及び早期発見に向けた取組を進めました。東京学
芸大学と連携した「不登校児童生徒支援プロジェクト」により，不登校児童・生徒の学校復帰に向けた取組を行いま
した。また，教育支援コーディネーター室において，不登校児童・生徒の状況に応じた支援を行うとともに，スクー
ルソーシャルワーカーを活用して，保護者の相談や家庭の状況に応じた支援を行いました。 
（◆体験学習を通じた教育の推進）職場体験を，調布市立中学校全校で実施し，働くことの尊さや挨拶の励行，時間
を守ることの大切さ，自分の与えられた仕事をやり抜く責任感など多くのことを学び，新しい自分を発見できる機会
となりました。 
０５-２ 確かな学力の育成（総合戦略Ｄ－⑥） 
（◆学習指導要領の適正実施による年間指導計画の作成と実施）東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」
において自校採点を実施し，全ての小・中学校に対して授業改善推進プランを策定し，その計画に基づく授業改善の
取組を実施しました。また，東京ベーシック・ドリルを授業時間や家庭学習等で活用するとともに，朝や放課後の時
間等に計画的に補習授業を設定し，低学力層の学力向上を図りました。 
（◆学力の定着）全小学校へ少人数指導講師を継続配置したことにより，低学年の算数指導において，一人一人の児
童に応じた，よりきめ細かな指導を行うことができました。 
（◆教員の指導力向上）若手教員，主任教諭，主幹教諭，校長や副校長といった，職層ごとの研修を実施し，教員の
意識や資質向上に努めました。 
（◆国際教育の推進）外国人指導講師を小・中学校全校に配置し，外国語活動や英語の授業の充実に努めました。小
学校では，外国語活動推進委員会を，中学校では AET運営委員会を開催し，指導充実のための研修や，情報交換を
通して課題を改善するための検討・協議を行いました。小学校では平成29年度から小学校３年生での外国語活動を
導入し，AETを活用した授業に取り組みました。 
０５-３ 健やかな体の育成（総合戦略Ｄ－⑦） 
（◆体力の向上）国や都の体力調査の結果を踏まえ，調布市の課題を分析し，校長会や調布市立小・中学校研究会と
連携しながら課題解決を図りました。小学校においてタグラグビーの実技研修会を開催し，各学校の体育の授業で実
施するとともに，小学生タグラグビー大会を行いました。また，中学校では，私立校や公立校全校生徒を対象とした
選抜選手の選考会を実施し，東京駅伝大会に向けた取組の充実を図りました。また，学期ごとに体力向上の取組を実
施し，体力向上としての「一校一取組」や「一学級一実践」の取組を推進しました。 
（◆学校における食育の推進）給食や親子料理教室を通じて地場や姉妹都市木島平村の農産物を活用した学習活動を
実施しました。また，児童啓発用資料を活用した給食指導を通じ，互いの違いを認め合い，食物アレルギーのある児
童・生徒と他の児童・生徒が同じように給食時間を楽しみ，食を通した成長を促すことができました。 
（◆正しい生活習慣の習得）小児生活習慣病予防健康診断を実施し，健康や生活上の不安をもつ児童・生徒とその保
護者に対し健康相談を行いました。医療・栄養・保健・運動の各方面からのサポートにより，児童・生徒の健やかな
体の育成に努めるとともに，調布市医師会の提案を受け，より適切で効果的な健康診断方法について検討を開始しま
した。 
０５-４ 個性の伸長と協働の学校づくり（総合戦略Ｄ－⑧） 
（◆特別支援教育の推進）スクールサポーターを小・中学校全校に配置し，特別な支援を必要とする児童・生徒一人
一人の状況に合わせたきめ細かな教育的支援を行いました。小学校での特別支援教室の巡回指導を本格的に実施しま
した。こうした取組を踏まえ，平成２８年３月に改定した調布市特別支援教育全体計画の保護者への周知に努めまし
た。 
（◆地域による学校の支援）多摩川小学校，神代中学校，第四中学校，第七中学校に新たに学校支援地域本部を設置
し，設置数は小学校６校，中学校５校となりました。学校支援地域本部検討委員会や学校支援コーディネーターの連
絡会で，各校の取組の成果や課題を基に，地域人材を生かした取組を検討しました。 
（◆円滑な学校生活の推進）幼保小の連携を図るため，幼保小連携推進会議を実施し，小一問題の改善に向けた検討・
協議や小・中学校における特別支援教育について，幼稚園・保育園への周知・啓発に努めました。９月には，新入学
児童の保護者対象の説明会を実施し，小学校生活の様子や，学童・ユーフォーの様子について理解の促進に努めまし
た。また，就学支援シートの啓発を図るため，就学時健康診断時に全員の保護者に案内チラシを配布しました。 
（◆中学校学校選択制の実施）指定された通学区域以外の中学校に入学ができる学校選択制度を利用し１３６人（平
成３０年４月入学者）が指定通学区域外の中学校に入学し，特色ある学校づくりと個性の伸長に寄与しました。 

０５-５ 安全・安心な学校づくりの推進 
（◆食物アレルギー対策の推進）学校給食専門嘱託員（管理栄養士）の継続配置，食物アレルギー対応マニュアルの
適正な運用，給食を安全に調理・提供できる環境の整備，セカンドオピニオンとしての医師会指定医療機関の受診勧
奨等の学校現場での対応の充実とともに，教職員の研修・訓練に関する資料の作成・配布等により，緊急時の対応や
事故防止の体制強化を図りました。 
（◆通学路の安全確保の推進）平成２４年度に実施した通学路の緊急合同点検を定例化し，学校・警察・道路管理者
等とともに通学路の危険と思われる箇所を点検し，安全対策を行いました。また，通学路を撮影する防犯カメラの設
置や通学路標示板の更新・新設，通学路のマップの作成・配布を行い，通学路の安全確保に努めました。 
（◆防災教育の推進）4月２２日（土）に第6回目となる防災教育の日の取組を全校一斉に実施しました。今回は，
命の授業，防災講話や児童生徒引き渡し訓練のほか，都立高校との連携に加え，新たに明治大学附属明治高等学校・
中学校と連携した取組を実施しました。 

０５-６ 教育施設の整備（総合戦略Ｄ－⑨） 
（◆計画的な施設整備）児童生徒数増加に伴う整備として，北ノ台小で増築校舎が完成し，神代中で校舎増築工事に
着手したほか，第五中で体育館改築工事が完了しました。 
（◆計画的な維持保全）老朽化対応として，柏野小ほか１校で防水改修，第一小ほか３校で校舎外壁改修を実施する
とともに，体育館やプールの改修についても実施しました。 
（◆学習環境の整備）杉森小で芝生化工事を実施したほか，小学校１２校・中学校４校で特別教室への空調整備を実
施しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№05 学校教育の充実） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・教育委員会及び各学校における「いじめ防止対策基本方針」を基に，いじめ防止に向けて組織的に取り組んだ。 

・授業改善推進プランに基づいた効果的な研修体制の確立と研修の実施に取り組み，教員の指導力向上に努めた。 

・国語・算数・数学の調布市ステップアップワークを活用することにより，児童・生徒の学習習慣の定着に寄与した。 

・特別支援が必要な児童・生徒に対し，スクールサポーターの配置により，個々の状況に合わせた教育的支援を行った。 

・市内で６校目となる学校支援地域本部を第五中学校に設置した。 

・４回目となる防災教育の日を実施し，その結果を踏まえ４か年の総括と今後の方向性について検証報告書をまとめた。 

・食物アレルギー対策として，教育委員会事務局に管理栄養士を継続配置し，食物アレルギー対応の強化を図った。 

・若葉小学校で普通教室整備工事を実施し，不足教室への対応を行った。 

・第二小・緑ケ丘小・杉森小・布田小で特別支援教室改修工事を実施し，特別支援教室の開設準備を行った。 

・第一小・滝坂小で給食室改修工事を実施し，老朽化対策に併せて食物アレルギー対応専用調理室の設置を行った。 

・第二小ほか８校の屋上防水，富士見台小ほか３校の校舎外壁，第一小ほか６校の受変電設備等の改修を行った。 

・緑ケ丘小で一部校庭の芝生化を行うとともに，第七中・第八中で水飲栓の直結給水化を行い学習環境の改善を図った。 

（平成２８年度） 

・食物アレルギー対策として，引き続き，教育委員会事務局に管理栄養士を継続配置し，食物アレルギー対応の強化を図った。 

・文部科学省発行「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び平成２６年４月以降に導入した取組を踏まえ，市立学校食物ア

レルギー対応マニュアルの一部改訂を行った。 

・食物アレルギー対策として，現在のアレルギー症状等の再確認や，より適切な対応に関する相談・指導のため，セカンドオピニオ

ンとして，医師会指定医療機関の受診を勧める取組を開始した。 

・いじめに関して，これまでの規定を見直し，新たに「調布市教育委員会いじめ防止に関する規則」を制定し，いじめ防止に向けて

より機能的な体制整備に努めた。 

・授業改善推進プランに基づいた効果的な研修体制の確立と研修の実施に取り組み，教員の指導力向上に努めた。 

・特別支援教育推進委員会及び夏季休業日中の特別支援教育に関わる研修会等において，主に通常の学級における特別な支援を必要

な児童・生徒に対しての支援及び指導の工夫についての充実を図った。 

・特別支援が必要な児童・生徒に対し，スクールサポーターの配置により，個々の状況に合わせた教育的支援を行った。 

・「オリンピック・パラリンピック教育」をテーマに調布市教育シンポジウムを開催し，気運の醸成を図った。 

・オリンピック・パラリンピック教育重点校である第七中学校の取組や，国際・交流の視点から日本伝統文化に関する推進校として

北ノ台小学校の取組等をまとめ，各学校等に周知した。 

・市内で７校目となる学校支援地域本部を布田小学校に設置した。 

・滝坂小・深大寺小・北ノ台小・調布中で普通教室整備工事を実施し，不足教室への対応を行った。 

・北ノ台小で給食室改修工事を実施し，老朽化対策に併せて食物アレルギー対応専用調理室の設置を行った。 

・第三小ほか４校の屋上防水，第三小ほか６校の校舎外壁，調布中ほか２校の受変電設備等の改修を行った。 

・飛田給小で芝生化工事を実施したほか，第一小ほか２校で水飲栓の直結給水化を行い学習環境の改善を図った。 

（平成２９年度） 

・いじめに関して，「調布市教育委員会いじめ防止に関する規則」に基づいて，いじめ問題対策協議会を開催し，関係機関との連携に

努めた。 

・授業改善推進プランに基づいた効果的な授業展開や指導内容・方法の工夫に努め，教員の指導力向上を図った。 

・特別支援教育推進委員会及び夏季休業日中の特別支援教育に関わる研修会等において，主に通常の学級における特別な支援を必要

とする児童・生徒に対しての支援及び指導の工夫についての充実を図った。 

・特別な支援が必要な児童・生徒に対し，スクールサポーターの配置により，個々の状況に合わせた教育的支援を行った。 

・「調布市における特別支援教育の推進」をテーマに調布市教育シンポジウムを開催し，一人一人の子どものニーズに応じた教育の必

要性の理解促進を図る取組をした。 

・オリンピック・パラリンピック教育アワード校として飛田給小学校や布田小学校の取組を，市内の希望する学校の教員が見られる

ようにし，自校の取組に活かせるようにした。また，国際・交流の視点から日本伝統文化に関する推進校として北ノ台小学校の取

組等をまとめ，各学校等に周知した。 

・多摩川小学校，神代中学校，第四中学校，第七中学校に学校支援地域本部を設置した。 

・食物アレルギー対策として，引き続き，教育委員会事務局に管理栄養士を継続配置し，食物アレルギー対応の強化を図った。 

・校内研修・訓練の統一的な必須事項を掲載した「食物アレルギーに関する研修・訓練の実施について」の作成及び配布を行った。 

・小学校の食物アレルギーに関わる指導において，統一した指導内容例を示す「食物アレルギーに関する指導の充実 指導資料」の

検討及び作成を行った。 

・児童生徒数の増加に伴う対策として，北ノ台小で増築校舎が完成し，神代中で校舎増築工事に着手したことにより，教育環境の整

備が進んだほか，第五中で体育館改築工事が完了した。 

・維持保全対策として，柏野小ほか１校で防水改修，第一小ほか３校で校舎外壁改修を実施したほか，体育館やプールの改修につい

ても実施したことにより，安全な教育環境の推進が図られた。 

・杉森小で芝生化工事を実施したほか，小学校１２校・中学校４校で特別教室への空調整備を実施し，学習環境の改善を図った。 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ◎ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№05 学校教育の充実） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 不登校児童・生徒の出現率（上段：小学校，下段：
中学校）【☆，◎】 

（目標値：0.1％（小）1.0％（中）  
現状値：0.40％（小）2.48％（中） 

△ 
【要因・課題】 
不登校要因が，家庭的な要因を含み複雑化して，解
決が困難な状況が多くある。関係機関との連携や，
新たな居場所づくりの推進が必要である。 

２ 東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」
での東京都全体の平均正答率を上回ったポイント数【☆，
◎】 
（目標値：5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ(小)5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ(中)  
現状値：2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ(小)0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ(中)） 

○ 

【要因・課題】 
（備考）「知識・理解」の分野が東京都の平均正答率
を下回っていることから，知識・技能を活用した学
習の充実に努める。新学習指導要領の主旨を踏まえ
た，児童・生徒の主体性を育む授業改善が必要であ
る。 

３ 小児生活習慣病予防健診の正常及び管理不要の生徒
の割合【☆，◎】 

（目標値：88.0％ 現状値：80.2％） △ 
【要因・課題】目標達成には，健診結果により医療
や生活改善が必要な場合だけでなく，各学校におい
て，幅広く食事指導・保健指導の充実を図る必要が
あるが，学校教育を取り巻く現状を踏まえると対応
は困難 

４ 特別支援教室の設置校数（小学校）【☆，◎】 
（目標値：20校（平成 28年度） 現状値：20校） ◎ 

【要因・課題】 
環境整備を早期の段階から取り組み，目標を達成す
ることができた。 

５ 防災教育の日の参加者数【☆，◎】 
（目標値：30,000人 現状値：30,696人 ◎ 

【要因・課題】 
保護者の参加人数や，避難所担当者・初動要員など
の市職員の参加が増加した。 

６ 耐用年数を基本に屋上防水・校舎の外壁・受変電設
備が予防保全できている学校の割合【☆，◎】 
（目標値：100％(101/101) 100％(101/101)100％(28/28)  
現状値：屋上防水 96％，外壁 80％，受変電設備 96％） 

◎ 
【要因・課題】 
計画的な施設整備により事業目標を達成する見込
み。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①特別支援教室の設置 
②食物アレルギー対応の充実・緊急時の対策強化 
 

①調布市では，特別支援教室を校内通級教室と統一名称にする。平成３０
年度には，小学校校内通級教室の拠点校を４拠点から８拠点に増加し，
通級指導の充実がより一層図られるようにしている。中学校校内通級教
室を第四中学校と第八中学校に設置し，中学校における巡回指導の試行
に取り組み，平成３１年度の中学校全校での巡回指導の実施を推進して
いる。 

②市立学校の食物アレルギー対応については，専門医師等の協力の下，全
国的に進んだ取組となっており，継続して学校等関係機関との連携によ
る対策の充実に取り組む。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」での東京都全体の平
均正答率（まちづくり指標） 
②不登校児童・生徒の出現率（まちづくり指標） 

①ＩＣＴ教育については，導入が進んでいる自治体もあるが，調布市では
特別支援学級及び都のモデル事業により期限付きで一部の学校にのみタ
ブレット端末が導入されている状況であり，全校への導入には至ってい
ない。教職員用のタブレット端末の全校導入や，児童・生徒用のタブレ
ット端末の導入の促進が必要である。 

②不登校対策員による校内での不登校対策委員会の充実，分教室型の不登
校特例校はしうち教室の教育活動の充実が必要である。また，小学校適
応指導教室「太陽の子」の施設整備や教育環境の充実と，中学校適応指
導教室の設置の検討など，不登校生徒の新たな居場所づくりに努める必
要がある。  

◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・不登校児童・生徒の出現率については，目標値には届いていない状況であるが，教育機会確保法の施行により，不登校に対する考
え方が改められていることを踏まえた，新たな不登校対策の充実を図ることが必要となる。 
・東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」での東京都全体の平均正答率を上回ったポイント数については，目標値には届
いていない状況にある。小学校ではポイント数が増加してきているが，中学校では減少してきており，特に，中学校における学力向
上の取組として，生徒の主体性を育む授業改善の推進が求められる。 
・特別支援教室の設置校数（小学校）については，目標値を達成しており，これを踏まえて，今後，中学校における特別支援教室の
設置への取組が必要である。 
・公共建築物維持保全計画に基づき，校舎のほか体育館やプールの計画的な改修工事等を実施し，平成３０年度は，２校で屋上防水
改修，６校で外壁改修，２校で受変電設備改修を実施することで平成３０年度末に予防保全できている学校の割合が１００％となる
見込みである。 
・食物アレルギー対応研修に関する資料作成及び教職員の訓練の実施により，緊急時の対応や事故防止の体制強化に努めた。 
・小学校４校の給食室改修工事を実施し，老朽化対応に併せて食物アレルギーの専用調理室の設置を行った。 

評価 A 

【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№05 学校教育の充実） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・次期学習指導要領を踏まえて学力の向上を図るとともに，特別支援教育やICT教育等の教育環境の整備を進める。 

・不登校対策として，不登校特例校分教室（はしうち教室）や小学校適応指導教室太陽の子，中学校適応指導教室の設置について，

不登校児童・生徒の状況に合わせて環境の整備を進める。 

◎オリンピック・パラリンピック教育をとおして，児童・生徒が運動・スポーツに親しむことによって，基礎体力の向上を図る。 

・学校施設の整備方針に基づく，不足教室対策や老朽化対策を着実に推進する必要がある。 

・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。 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①平成２５年６月「第２期教育振興計画」が閣議決定され，同年９月「い
じめ防止対策推進法」が施行された。また，平成２６年８月「子供の貧
困に関する大綱」が閣議決定された。 

②学力・学習状況調査結果の公表について，学校別の調査結果の公表が可
能になった。 

③平成２７年３月「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」・国の「対応方針」公表。また，平成２７年１２月「アレルギ
ー疾患対策基本法」が施行された。 

④平成２７年４月から改正地方教育行政法が施行され，新教育委員会制度
がスタートした。 

⑤平成29年2月「教育機会確保法」施行 
⑥平成２９年３月文部科学省『学校施設の長寿命化計画策定に係る解説
書』公表 
⑦平成２９年３月小・中学校学習指導要領改訂 
⑧平成30年６月に大阪で発生をした地震による事案を受け，ブロック塀
の安全点検を実施した。 

①いじめ防止に関する市の体制づくり 
②学力・学習状況調査結果の公表に関する市の考え方
の整理 
③各校へガイドライン概要版・対応方針を配布 

④平成 27年 10月 1日，新教育長へ移行。総合教

育会議での議論を経て，平成２８年２月に調布市教育

大綱を策定。 

⑤不登校特例校分教室の設置（平成30年4月開設） 

⑥平成３０年度の策定を目途に，長寿命化等の整備方

針の策定に着手 

⑦本格実施に向け，新学習指導要領を踏まえ教員の指

導力向上や環境整備が必要。 

⑧点検結果を踏まえて，学校におけるブロック塀につ

いては早急に撤去作業を実施したほか，ブロック塀以

外の危険箇所についても改善を図る必要がある。 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①平成２５年４月から東京都公立学校スクールカウンセラー（都費）が全
校配置となった。 
②東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた国際理解教育や体力向
上の取組の推進。平成２８年１月「東京都オリンピック・パラリンピッ
ク教育」実施方針が策定された。 

③平成２６年７月「東京都いじめ防止対策推進条例」が施行され，総合的
な対策の実施が求められている。 

④東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づく，特別支援教室の
設置準備，学習環境の整備（特別教室のエアコン設置，校庭芝生化及び
水飲栓直結給水化の推進），特別支援教室設置条件整備費補助事業の創
設 

①市配置のスクールカウンセラーとの連携方法 
②オリンピック・パラリンピック教育推進校としての
取組内容 
③いじめ防止に関する市の体制づくり 

④中学校における特別支援教室の整備及び小学校に

おける特別支援教室の推進 

 

 

 

そ
の
他 

①学校いじめ対策委員会の全校設置の推進 
②安全・安心な給食を提供するための統一した食物アレルギー対応の推進 
③平成２７年３月調布市教育プランを改定。 
④平成２８年２月調布市総合教育会議で議論を重ね，「調布市教育大綱」
が策定。 

⑤平成28年３月「調布市特別支援教育全体計画（改定版）」を策定。 
 

①学校組織を活用したいじめ対策の推進 

②各校へガイドライン概要版・対応方針を配布 

③調布市教育プランに基づく各事業の推進とともに，

次期教育プラン（平成３１年度から４年間）策定 

④連携テーマに係る事業の推進 

⑤次期特別支援教育全体計画（平成３１年度から４年

間）の策定 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 
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◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
【参考】調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，地域の中で児童・生徒が健やかに成長できるよう，安全・安心の見守りに努めます。 
・事業者は，生徒が望ましい勤労観や職業観，社会のルールやマナーを身に付けるために協力します。 

 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 
（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 
・オリンピック・パラリンピック教育を推進するため，庁内関係部（各課）との連携を図りながら，より効果的な取組となるよ
う進めていく。 

・子どもや保護者が抱える，いじめ・不登校・貧困問題等に対応するため，教育支援コーディネーター室やスクールソーシャル
ワーカー等の教育委員会内部はもとより，児童相談所，子ども家庭支援センターすこやか，病院等の外部機関との連携を図り，
課題解決に向けて取り組む。 

・食物アレルギー対策，食育，生活習慣病予防，自殺対策などの健やかな心と体の育成に関しては，母子保健施策を踏まえた対
応が必要なため，福祉健康部や子ども生活部と連携を図る必要がある。 

・食物アレルギー対応の取組について，引き続き，庁内関係課，学校・保護者，医師等と連携しながら必要な改善を行い，調布
市の取組を積極的に外部に発信する。 

・教育施設の整備において，公共施設等マネジメント推進検討会議や都市整備対策協議会等の全庁的な会議を活用し，積極的な
情報共有を図り，庁内横断的な取組が必要。 

・登下校時の通学路の安全確保を推進するため，庁内関係部署や関係機関等と連携して取り組む。 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 
（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 
・普通救命講習（小学校６年・中学校３年），上級救命講習・応急手当普及員講習（小・中学校教員）の実施 
・救命講習受講優良証の全校交付（調布市立小・中学校全校） 
・東京慈恵会医科大学付属第三病院アレルギー対応ホットラインの運用 
・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・スクールサポーターの配置 
・オリンピック・パラリンピック教育の推進  
・分教室型の不登校特例校はしうち教室の教育活動の推進 
・学校施設整備（学校施設の耐震化率１００％・普通教室の冷房化率１００％・特別教室へのエアコン設置平成３０年度完了 
 予定） 
・調布市防災教育の日の実施（震災時対応シミュレーションに基づく防災訓練など） 
・学校安全・安心メールの機能強化・緊急対応用携帯電話の配備（小学校１６７台・中学校３５台） 
・調布市立学校における室内化学物質対応マニュアルの運用 
（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 
・学校施設の老朽化対策 
・食物アレルギー対応専用調理室の計画的な整備 
・体育館の避難所機能強化 
・小学生タグラグビー大会開催に向けた取組 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


