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1

学校にお
ける「学
び」に困
難を抱え
る子ども
たちへの
支援

● ● 指導室 24,765

【２３　学校における「学び」に困難を抱える子どもたちへの支援】
市費及び都費スクールカウンセラーを全小・中学校へ配置し，２人体制で学
校内の教育相談に対応した。
相談件数は前年度より減少（小学校：相談件数１万６３５６件　前年度
１万６５７５件，中学校：相談件数４９７４件　前年度５２６７件）してお
り，このことは各校におけるいじめアンケートを定期的に実施した結果，児
童・生徒の悩みを定期的に相談できる環境ができていることによるものであ
ると考えている。
また，小学校５年生，中学校１年生に対して全員面接を実施し，児童・生徒
が相談しやすい関係づくりに努めた。
スクールソーシャルワーカーにおいては，不適応や不登校，親の養育不安な
どに関する保護者等の相談に対して，適切な支援をコーディネートした。
学校での教育相談で解決することが困難な状況であり，家庭的な要因が多く
を占めているような案件について，より効果的な家庭支援を推進した。
発達障害に関する相談については，保護者や学校へ適切な情報提供と支援を
行うよう努めた。

○ ● ●

学校における「学び」に困難を抱える子どもたちへの支援体制や相談体制をよ
り一層強化していく。そのために，各校で教育支援コーディネーターが中心と
なってスクールカウンセラーと連携を図り，児童・生徒の相談しやすい環境づ
くりを学校全体で進めていく。令和元年度も小学校５年生，中学校１年生を対

 象に全員面接を実施する。
スクールソーシャルワーカーによる援助が必要な事案が年々増えている反面，
教員におけるスクールソーシャルワーカーの認知度は低い傾向にあるため，各
校に配置している学校支援コーディネーターに対して研修等を行うことによ

 り，スクールソーシャルワーカーの活用の推進を図る。
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家と関係機関
との連携を充実させ，不登校の未然防止のために個々の児童・生徒への対応を
図る。

2

少人数学
習指導の
推進

● 指導室 48,765

【２４　少人数学習指導の推進】
全小学校へ少人数指導講師（主に１・２年生の算数授業）を継続的に配置し
たことにより，低学年の算数指導において，基礎的・基本的な内容を身に付
け，個に応じたきめ細かな指導を行うなど，指導を充実させることができ

 た。
小学校へ理科支援員（主に５・６年生の理科授業）を継続的に配置し，授業
環境の整備や実験補助等を行ったことにより，理科の授業に関する環境改善
や実験等の安全な実施など，より円滑な授業展開を図ることができた。

○ ● ● ●

少人数指導講師の資質向上を図っていくために，他校で開催される研究授業等
の情報提供と参加を促し，研修の場を広げていく。また，各校において東京
ベーシック・ドリルの活用を促進し，児童一人一人の習熟度に応じた指導の充
実を図る。
理科支援員については，これまでの嘱託員としての雇用ではなく，地域学校協
働本部又は特色ある教育活動交付金における学習支援員若しくはボランティア
として活動していただくことにより，財源確保や学校での利活用の一層の促進
を図る。

3
体力向上
への支援 ● 指導室 —

保健体育教育専門研究員と連携を図り，さまざまな活動を行った。
具体的には，地域学校協働本部事業における部活動指導や水泳指導補助を積
極的に活用したことにより，地域と連携・協働した取組みの中で，体力向上
や健康増進等を図ることができた。
毎年市内の中学生選抜チームが参加している東京駅伝においては，近隣大学
や調布市体育協会からの協力を得て練習に励んだ結果，男女ともに史上最高
位の成績を収めることができた。
また，オリンピック・パラリンピック教育推進校の取組を推進することで，
児童・生徒の体力・運動能力の向上を図るとともに，チームワークや連携・
協力することの意識の醸成を図った。

○ ●

保健体育教育専門研究員との連携を図りながら，今後も各校に対し児童・生徒
 の体力向上や健康増進等における活動の促進を行う。

また，地域学校協働本部事業における部活動指導や水泳指導補助を積極的に活
 用し，地域と連携・協働した取組を実施する。

その他，各校の体育授業の改善，東京都主催の中学生東京駅伝大会参加等も積
極的に行っていく。

4

学校にお
ける食育
の推進

● 学務課 134

【２５　学校における食育の推進】
教育委員会主催の親子料理教室を７月及び８月に計４日間開催し，親子で食
育について理解を深める機会を提供することができた。
食育講演会に関しては，学務課・健康推進課・小学校・保育園の栄養士によ
る業務連絡会において検討し，市・教育委員会の共催で食育講演会を実施し

 た。
食に関する指導として，給食で使用する食材の観察や皮むき等の体験，食材
を生産している農家の見学など，地場の農産物を活用した学習活動を実施

 し，給食を通じて食育を実践することができた。
食物アレルギー対応として，児童啓発用資料を活用した給食指導を実施した
ことにより，食物アレルギーの有無にかかわらず給食時間を楽しむことがで

 き，食を通して成長を促すことができた。
平成３０年度においても，引き続き，栄養士と調理員が農業まつりに参加
し，食育の推進に係る取組を行った。

◎ ● ● ● ●

学校給食を生きた教材として活用し，小・中学校の学習活動や家庭・地域との
 連携において，食に関する基本的な知識や食習慣の指導に取り組む。

親子料理教室や市と共催の食育講演会により，食育の理解を深める取組を継続
 する。

給食指導用資料を活用した児童・生徒への食物アレルギー・給食指導を実施す
 る。

 地場農産物の供給や農地見学等，組織的な協力を依頼する。
 フォーク導入について，課予算の範囲内で導入を進める。

学校給食補助金は，他地区の状況等を踏まえ，経常経費縮減の取組の中で，補
助の考え方や保護者負担の在り方を検討する。

5

特別支援
教育の推
進

❷ ❷

指導室

教育相
談所

40,906

【２６　特別支援教育の推進】
スクールサポーターを全小・中学校に配置し，また，派遣型として２人を必
要に応じて派遣することで，特別な配慮を要する児童・生徒に対するきめ細

 かな支援を行った。
特別支援学級，通級指導学級の教員を対象とした，授業研究と情報交換を行

 う夏季研修会を設定し，若手教員の指導力を向上させることができた。
 ○ ● ●

引き続き，全小・中学校へのスクールサポーター配置を継続することで，きめ
細かな対応に努める。また，都費により小・中学校全校に配置された特別支援
教育専門員の支援を合わせて充実させるために，スクールサポーター，特別支

 援教室専門員対象の研修を充実させ，支援体制の構築を図る。
副籍交流の推進のために，都立特別支援学校と連携し，市内学校の取組を視察

 して，良い取組を紹介するとともに，取組上の課題解決を図る。
平成３１年３月に策定した調布市特別支援教育推進計画に則り，調布市におけ
るインクルーシブ教育システム構築及び共生社会の理念の実現を目指す。

※Ｈ３０決算事業費は，Ｈ３０基本計画事業に関する金額のみ記載しています。 ※各事務事業の概要については，巻末の「⑨事務事業概要一覧」をご参照ください。
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6

不登校児
童・生徒
への支援

●

指導室

教育総
務課

—

小学校適応指導教室「太陽の子」には，平成３１年３月末日現在で１５人
（卒業生６人）が通室しており，都費非常勤教員３人，市費非常勤職員２人

 による支援を行った。
第七中学校不登校特例校分教室「はしうち教室」には，平成３１年３月末日
現在で２５人（卒業生１４人）が通室しており，教員４人，都費非常勤教員

 ２人による支援を行った。
 「メンタルフレンド」は，年間で１５４回の派遣を行った。

 「テラコヤスイッチ」は，年間で４２回実施した。
「不登校支援委員会」において，各学校の効果的な不登校支援について情報
交換を密に行ったことで，各学校の不登校支援員を中心に学校組織や関係機
関との連携を図ることができた。

◎ ●

「太陽の子」及び平成３０年度から開設した「はしうち教室」について，今後
も支援を充実させていくとともに，在籍していても通室できない児童生徒への

 支援を行っていく。
今後も「不登校児童・生徒への支援委員会」を活用して，市内全体の実態把握
をするとともに対応状況の共有，関係諸機関との連携及び調整を図っていく。

 また，支援員への研修の充実も図る。
「はしうち教室」の教育課程の進行管理について，指導主事による訪問を通じ
て指導助言を行う。

7

地域人材
等を活用
した教育
の充実

❷ ● 指導室 29,194

【２７　地域人材を活用した教育活動推進】
八雲台小学校・北ノ台小学校・調布中学校・第三中学校・第六中学校におい

 て地域学校協働本部を新規開設した。
各校地域に精通したコーディネーターが学校の要望と地域の人材を結びつけ
ることで，特色ある学校づくりの取組を推進した。
地域学校協働本部推進委員会の開催や，コーディネーター連絡会を開催し，

 各学校間の情報交換の場を設けることができた。
また，東京都主催フォーラムの参加促進及び，内容を各校へ情報提供でき
た。

◎ ● ● ●

地域学校協働本部の設置校については，今後も事業を継続しコーディネーター
連絡会の内容充実や東京都主催の研修への参加を促進し，コーディネーターの

 資質・能力向上を図る。
令和３年度に市内全２８校の設置が完了するため，小・中学校ともに地域と学
校が連携・協働した支援体制を促進していく。
設置校の取組成果や他地区での活動事例を各校に周知することで，各校におけ

 る今後の取組に活かしていく。
令和元年度は，第三小学校，上ノ原小学校，緑ケ丘小学校，調和小学校におい
て，当本部の設置を行う。

8

命の教育
活動の推
進

❶ ❶ 指導室 3,679

【２８　命の教育活動の推進】
市立小・中学校において，「調布市防災教育の日」に「命の授業」のほか，
防災に関する保護者・地域の意識啓発を図るため，専門家による公開講座を

 実施した。
また，児童・生徒及び教員に対する救命講習や応急手当普及員講習を実施し

 た。
普通救命講習については，中学校３年生及び小学校６年生を対象として実施
し，上級救命講習については，市立小・中学校全教員の認定を目指して実施

 した。
「いのちと心の教育」月間（１２月）においては，自他の生命（いのち）を
大切にすることや，一人一人の違いを認め合う道徳の授業の充実を図った。

○ ● ●

学校・保護者・地域における一層の防災意識の向上のために，「調布市防災教
育の日」には「命の授業」を行い，専門家による講話や地域の防災訓練を実施

 していく。
対象児童・生徒全員に対する普通救命講習を実施するとともに，上級救命講習
に関しては，市立小・中学校全教員の認定を推進する。また，上級救命講習の
認定者に対して応急手当普及員講習を実施し，各校２名程度の応急手当普及員

 の配置を目指す。
「いのちと心の教育」月間（毎年１２月）においては，引き続き，自他の生命

 （いのち）を大切にすることなど，道徳科の授業の充実を図っていく。
小・中学校全教員の救命技能を維持させていく。

9

小・中学
校施設の
整備

❷ ❷

教育総
務課

指導室

2,507,771

【２９　小・中学校施設の整備】
児童生徒数の増加に伴う整備として，第二小学校ほか１校で普通教室の改修
工事を実施し，神代中学校の校舎増築工事が完了した。また，第五中学校で
旧体育館の解体工事及びテニスコート整備工事が完了した。
学習環境の改善として，小学校６校，中学校４校で特別教室への空調整備が

 完了し，柏野小学校の芝生化工事を実施した。
柏野小学校ほか２校で体育館防災機能整備工事を実施した。
老朽化対策として，滝坂小学校ほか４校で校舎外壁や屋上防水を，深大寺小
学校ほか１校で体育館の外壁・屋根・内部を改修し，神代中学校ほか１校で
受変電設備等を更新するとともに，布田小学校のプール水槽の更新を実施し

 た。
また，若葉小学校で食物アレルギー対応を含めた給食室の改修工事を実施し

 た。
そのほか，今後の長寿命化改修等の考え方を示す学校施設整備方針を策定し
た。

◎ ● ● ●

 学校施設の維持保全として，予防保全や老朽化対策を実施する。
また，給食室のアレルギー対策，学習環境の改善に向けた体育館への空調整備
及び避難所機能の向上など計画事業の着実な推進を図るとともに，学校整備方
針に基づく施設整備，児童・生徒数の増加に伴う施設整備や特別支援教室の充
実など，児童・生徒への影響，コスト，工法，工期等を総合的に判断し，補助

 金等を活用しながら効率的な事業執行に取り組む。

2 5 0 6 3 2 1 2 計

28.6 71.4 0.0 66.7 33.3 22.2 11.1 22.2 割合（％）

当該施策に体系付けられている全ての事務事業については，巻末に掲載している

参考資料「⑧事務事業一覧（施策体系順）」をご参照ください。


