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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 

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，生きる力をはぐく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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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）【☆，◎】 

0.42％
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） 

0.78％
3.92% 

（平成29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【☆，◎】 

2.6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 

1.1ﾎﾟｲﾝﾄ 

0.2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【☆，◎】  

82.0％ 80.8% 80.２% 80.0％ 88.0％ 

４ 特別支援教室の設置校数
（小学校）【☆，◎】 

20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
【☆，◎】 

29,531人 30,437人 30,696人 30,933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【☆，◎】 

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) 

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，小学校は０．７８％，中学校は３．９２％でした。不登校の要因としては，小・中

学校とも「家庭に係る状況」が最も多く小学校で５７．６％，中学校で４３．３％でした。また，発達障害等を起因

とした不登校の存在も確認されています。相談機能を充実させるとともに，外部機関との連携を強化し，不登校の要

因や背景を把握し，対応していくことが課題となります。 
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【☆，◎】 
 小学校においては，全ての教科において都の平均を上回っていますが，２ポイントを切る結果となりました。新学

習指導要領の主旨に則り，「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を推進し，「知識及び技能」と「思

考力，判断力，表現力等」をバランスよく育成できるよう，授業改善を推進していくことが課題となります。 
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３０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０．２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を生かすとともに，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【☆，◎】 
７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，児童・生徒や保護者の参加人数が増加したことで

全体の人数が２３７人，実施初年度（平成２４年度）より４，０００人以上増加しています。 
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４ポイント，校舎の外壁

は２０ポイント改善しました。また，受変電設備は，改修工事により４ポイント改善しました。 
  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策05 学校教育の充実） 

《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 
まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 「いじめはどんな理由があって

もいけないこと」を理解した児

童・生徒の割合 

（上段：小学校，下段：中学校） 

全ての児童・生徒が，いじめ対策推進法における「いじ

めはいかなる理由があっても許される行為ではない」と

いう趣旨を理解することを目標とした。（全国学力・学習

状況調査） 

95.2％ 

92.8％ 

（平成29年度） 

100％ 

100％ 

（令和4年度） 

２ 東京都「児童・生徒の学力向上

を図るための調査」における，東

京都の平均正答率を上回った各科

目の合計ポイント数 

（上段：小学校，下段：中学校） 

各教科でバランスのとれた学力の向上を目指し，現状の

水準から増加させることを目標とした。（東京都「児童・

生徒学力向上を図るための調査」） 

2.4ポイント 

0.1ポイント 

（平成29年度） 

3.0ポイント 

3.0ポイント 

（令和4年度） 

３ 東京都「児童・生徒体力・運動

能力，生活・運動習慣等調査」に

おける東京都（各学年・男女別）

の体力合計点と市の体力合計点の

比較 

（上段：小学校，下段：中学校） 

学校における体育活動を通じて，体力・運動能力の向上

を目指し，東京都の平均値まで増加させることを目標と

した。（東京都「児童・生徒体力・運動能力，生活・運動

習慣等調査」） 

▲2.5ポイント 

▲2.7ポイント 

（平成29年度） 

0ポイント 

0ポイント 

（令和4年度） 

４ 通常の学級における，特別な支

援が必要な児童・生徒※の数に対

する個別指導計画の作成率 

（上段：小学校，下段：中学校） 

個別の支援が必要な児童・生徒一人一人に対する適切な

支援を行うことを目指し，90％の作成率を目標とした。

（指導室資料） 

※指標の対象となる児童・生徒とは，「スクールサポータ

ー等の外部支援による対応」，「通級による指導」及び「知

的障害学級相当の指導」が必要な児童・生徒を指す。 

76.5% 

53.7％ 

（平成30年度） 

90.0% 

90.0% 

（令和4年度） 

５ 地域学校協働本部の設置校 

地域と学校が連携・協働した取組を市内全域で推進する

ため，市内公立小・中学校全28校に設置することを目

標とした。（指導室資料） 

※令和元（2019）年度から「学校支援地域本部」から

「地域学校協働本部」へ変更 

16校 

（平成30年度） 

28校 

（令和3年度） 

６ 調布市防災教育の日の参加者数 

例年3万人程度で推移していることを勘案し，これまで

の取組を継続することで，現状の参加者数を維持する目

標とした。（教育総務課資料） 

2万9,935人 

（平成26～ 

３0年度平均） 

3万人 

（令和4年度） 

７ 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 

（上段：屋上防水，中段：外壁，下

段：受変電設備） 

特に優先度が高く計画的に維持保全が必要な屋上防水，

外壁，受変電設備について，引き続き，維持保全を図っ

ていくことを目標とした。（教育総務課資料） 

100％ 

100％ 

100％ 

（平成30年度） 

100％ 

100％ 

100％ 

（令和4年度） 

 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０５-１ 豊かな心の育成 

（◆命の教育の推進）「調布市防災教育の日」と「いのちと心の教育」月間の取組を継続し，子どもたちの生命尊重，

人権尊重の意識及び災害時における自助・共助の意識を高めることができました。また，児童・生徒に対する普通救

命講習を実施し，児童・生徒が心肺蘇生やＡＥＤ，異物除去，止血法などを身に付けるとともに，教員に対する上級

救命講習を実施し，人命救助のための知識・技能をもった教員の育成・学校体制の構築ができました。 

（◆人権教育の推進）小・中学校における人権教育全体計画及び年間指導計画に基づいた指導を推進し，「人権課題：

子供」に焦点を当て，各教科等における人権教育を実施することができました。また，オリンピック・パラリンピッ

ク教育において，障害者理解，国際理解について学び人権感覚を醸成しました。 

（◆道徳教育の推進）道徳教育推進委員会を年６回実施し，各学校における道徳の授業を実施していく過程での課題

を明確にするとともに，授業づくりに係る研修会を実施しました。また，「特別の教科 道徳」授業力向上セミナーへ

中学校教員を参加させ，授業力向上を図りました。道徳授業公開講座は，市立全小・中学校で実施しました。 

（◆体験活動の推進）小学校第５学年児童全員を対象とした八ヶ岳移動教室及び小学校第６学年児童を対象とした夏

季施設（岩井臨海学園）における体験活動を実施しました。また，中学校第1・2学年生徒を対象とする木島平スキ

ー教室，中学校第 2学年生徒を対象とする職場体験及び中学校第 3学年生徒全員を対象とする修学旅行を実施しま

した。その他にも，連合音楽会，野川クリーン作戦や多摩川を利用した自然体験学習など環境教育の推進を図りまし

た。 

０５-２ 確かな学力の育成 

（◆新学習指導要領を踏まえた取組の推進）教育課程の編成段階において，各学校が子どもにどのような資質・能力

を育成させたいのか明確にするよう指導し，教育課程に資質・能力を位置付けるようにしました。また，学校訪問や

教務主任会において，新学習指導要領を周知し，「カリキュラム・マネジメント」や「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善について指導・助言を行いました。 

（◆基礎的知識・技能，学習満足度の向上と学ぶ意欲の育成）少人数・習熟度別指導等による「できる」「分かる」

授業づくり，一人一人の児童・生徒の主体性を重視する授業づくり，個に応じたユニバーサルデザインの視点に立っ

た授業づくりができるよう指導・助言を行い，児童・生徒の基礎的知識・技能の習得や学習満足度の向上，できるま

で挑戦し続ける意欲の育成と定着を図りました。また，理科や数学等への関心を高め，理数好きの児童・生徒の裾野

を拡大させ，科学技術の土台となる理数教育の一層の充実を図りました。 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策05 学校教育の充実） 

（◆グローバルな人材の育成）学校間で差が生じないように，外国人英語指導講師（AET）の派遣時数を小・中学校

で近似値に設定し，オリンピック・パラリンピック教育に係る取組等は調布市内全小・中学校をホームページに公開

し，各校のオリンピック・パラリンピック教育の更なる充実・啓発へとつながりました。 

（◆学校図書館の活用推進）学校図書館専門嘱託員を配置し研修を実施したり，学校図書館支援センター機能の充実

を図ったりすることができました。また，学校図書館専門嘱託員と司書教諭との連携を充実させ，読書活動の推進を

図ることができました。市立全小・中学校においては，学校図書館全体計画及び年間指導計画を作成し，児童・生徒

の読書活動や学習支援の充実を推進しました。子どもの年齢や発達に合った読書環境を整備するため，「第３次調布

市子ども読書活動推進計画」を策定しました。 

０５-３ 健やかな体の育成 

（◆体力向上への支援）各校が体力・運動能力に関する具体的目標を定め，各学校の課題となっている運動内容につ

いて改善を図るための「一校一取組」，「一学級一実践」を一層推進することができました。第五中学校のスーパーア

クティブスクール指定校研究内容を市内小・中学校に周知し，次年度の東京都の体力テストにおいて前年度までの投

力に係る数値を向上できるような児童・生徒への指導方法について共有することができました。また，中学生が「東

京駅伝」に参加し，過去最高順位を獲得したり，小学生が１０月に小学生タグラグビー大会に各校１チーム以上が参

加したりすることで，休日等において運動する機会を確保し，体力向上を図ることができました。 

（◆オリンピック・パラリンピック教育の推進）オリンピック・パラリンピック教育に市全体で取り組み，さらなる

気運の醸成を図りました。市内で開催された車いすバスケットボール世界大会等の国際的なパラリンピック競技観戦

を多くの小・中学校が実施したり，オリンピアン等について学んだりして，競技内容だけでなく，オリンピック・パ

ラリンピック全体への理解が高まりました。 

（◆学校における食育の推進）学校給食や親子料理教室を通じて地場や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。 

０５-４ 個に応じたきめ細かな支援 
（◆特別支援教育の推進）校内通級教室を，小学校については拠点校を４校から８校に増設し，巡回指導体制の充実

が図ることができました。中学校については，全校における校内通級教室設置に向け，各校の環境及び教材整備を行

うともに，外部講師や連絡会等による指導体制の充実を図ることができました。また，個別指導計画に係る研修とし

て，特別支援学級，校内通級教室を初めて担当する教員を対象に研修を３回実施し，教員が教育課程や個別指導計画

に係る基礎的な知識を身に付けることができました。これまでの特別支援教育全体計画の成果と課題を踏まえ，就学

前からの切れ目ない支援の推進，教員等の指導力向上や多様な学びの場の整備及び関係機関との連携等を目指した

「調布市特別支援教育推進計画」を策定することができました。 

（◆不登校児童・生徒への支援）不登校特例校分教室「はしうち教室」を開設するとともに，教室環境の拡充及び教

材の整備を行うことができました。また，関係機関との連携体制として，不登校支援委員会において周知や情報共有

を行うことで，各校における不登校支援における具体的な連携が図られました。 

（◆個に応じたきめ細かな教育相談の充実）特別な支援が必要な児童・生徒一人一人の能力を最大限伸ばすため，個

別の教育支援計画及び個別指導計画の作成やスクールサポーターの活用，専門家チームによる巡回相談の実施等，全

ての学校で特別支援教育を推進することができました。また，就学前の教育・保育を小学校に，また，小学校におけ

る教育を中学校にスムーズにつなげ，児童・生徒が学校生活を不安なく過ごせるよう，就学支援シートの活用や幼稚

園，保育園，小学校，中学校との連携に加え，子ども発達センター等の関係機関との連携を推進することができまし

た。 

（◆児童・生徒の貧困への対応）スクールソーシャルワーカーによる支援や「ここあ」との連携により，情報交換や

中学校卒業生へ「ここあ」を周知することができました。 

０５－５ 魅力ある学校づくりの推進 
（◆地域人材等を活用した教育の充実）市内小学校２校，中学校３校において学校支援地域本部を新たに設置しまし

た。学校支援地域本部推進委員会やコーディネーター連絡会を開催し，学校間の情報共有を図ることができました。 

（◆特色ある教育活動の推進）市内小・中学校全校に特色ある学校づくり推進交付金を交付し，各校がそれぞれ特色

ある教育活動の充実に努めました。（小学校：環境美化活動，体力向上活動，表彰活動，食育の推進，日本の伝統・

文化の体験活動，リソースルームの推進，学芸会の実施 中学校：重点部活動の活動推進（消耗品購入），教室環境

の整備，地域の清掃ボランティア活動，環境美化活動） 

（◆教職員の指導力・人権意識の向上）指導室事業における学校訪問や，経験年数，教科別・課題別の研修及び，初

任者を対象にした教育経営研究室による巡回指導等において，アクティブ・ラーニング型の研修を実施し，学校が育

成したい資質・能力を明確にした上での「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を図ることができま

した。また，生活指導主任会における研修及び体罰防止研修等により，人権尊重を前提とした生活指導や児童・生徒

の多様性に係る適切な理解を図ることができました。また，人権教育推進委員会において，「学校におけるいじめ問

題」を主眼とし，各学校の取組に係る協議を行うとともに，指導資料としてまとめて共有することができました。 

（◆学校における働き方改革の推進）教員一人一人の心身の健康保持の実現と，誇りとやりがいを持って職務に従事

できる環境を整備することにより，学校教育の質の維持向上を図ることを目的とし，週当たりの在校時間が６０時間

を超える教員をゼロにすることを目標とした「調布市立学校における働き方改革プラン」を策定しました。 



（施策05 学校教育の充実） 

０５－６ 安全・安心な学校づくりの推進 

（♦安全教育の推進）児童生徒に対する命の授業を中心とした調布市防災教育の日では，目標値３万人を約千人上回

りました。7年目を数え，継続的事業として保護者や近隣住民に認知されています。避難所設営訓練等を通じて地区

協議会などコミュニティー活性化の一助となり，警察・消防等との連携強化にもつながりました。 

（◆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を改訂し対応の改善を図るとともに，学校給食専門

嘱託員（管理栄養士）の継続配置，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，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に努めました。 

（◆通学路の安全確保の推進）学校・調布警察署・道路管理者とともに通学路の改善が必要な箇所を合同点検し，可

能な限り安全対策を実施しました。さらに通学路を撮影する防犯カメラの増設（４０台）や通学路マップの作成，配

布などの安全対策のほか，大阪北部地震による事故を踏まえ，市内全通学路のブロック塀の安全点検を行い，学校で

の安全指導や建築指導課への情報提供を行いました。 

０５－７ 学校施設整備の推進 

（◆計画的な施設整備）児童生徒数増加に伴う整備として，神代中学校で増築校舎が完成したほか，第二小学校・若

葉小学校で普通教室を整備しました。また，今後の学校施設整備の基本的考えや取組の方向性を示した学校施設整備

方針を平成３１年３月に策定しました。 

（◆計画的な維持保全）老朽化対応として，飛田給小学校ほか１校で防水改修，滝坂小学校ほか５校で校舎外壁改修，

神代中学校で受変電設備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ました。また，若葉小学校で

給食室改修に合わせて，新たに食物アレルギー対応調理室を設置しました。 

（◆学習環境の整備）柏野小学校で校庭の芝生化工事を実施したほか，小学校６校・中学校４校で特別教室への空調

整備を実施しました。 

 
 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・調布市防災教育の日においては，平成２４年の実施初年度より４，０００人以上増加した。市内の都立高校や，私立学校も趣旨

に賛同してシェイクアウト訓練等に参加してきたが，新たに桐朋学園が加わった。実施メニューの体系化が定着し継続事業として

の認知度がさらに高まった。「命を災害から守る」を主眼とした「命の授業」やシミュレーションに基づく訓練を通じて学校を核と

して地域の防災意識の醸成が図られた。 
・これまでの調布市教育プランの取組を踏まえつつ，新たな学習指導要領，特別支援教育，不登校，いじめ，貧困，児童・生徒数

の増加，学校施設の老朽化，教職員の働き方改革等，調布市の教育環境を取り巻く課題に対応するため，平成３１年２月，調布市

教育プラン（令和元年度から４年間）を策定した。 
・平成３１年３月，調布市総合教育会議で議論を重ね，第２期の「調布市教育大綱」が策定された。 
・児童生徒数増加に伴う計画的な施設整備として，神代中学校で校舎増築，第二小学校で普通教室の整備を実施した。 
老朽化対応の計画的な維持保全分野では，２校で防水改修，６校で校舎外壁改修を実施し，着実な維持保全が図られた。 
・受変電設備改修や体育館やプールの改修，給食室改修とあわせて食物アレルギー対応専用調理室を設置するなど学校施設の安全

性が高められた。避難所ともなる学校体育館への空調整備については，令和２年度末までに中学校体育館への空調整備を完了させ

ることを基本計画に位置付け，神代中学校・第八中学校での整備に着手した。 
・小学校１校の校庭芝生化工事や小学校６校・中学校４校で特別教室への空調設置により学習環境の向上が図られた。 
・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。 
・若葉小学校で給食室改修工事を実施し，老朽化に合わせて食物アレルギー対応専用調理室の設置を行った。 
・食に関する検討委員会での対応改善の検討や学校の視察結果等を踏まえ，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。 
・学校での実践・検証を踏まえ，校内研修・訓練の統一的な必須事項を掲載した資料「食物アレルギーに関する研修・訓練の実施

について」や児童への指導内容を掲載した資料「食物アレルギーに関する指導の充実 指導資料」を一部改訂した。 
・調布市八ヶ岳少年自然の家で行った移動教室においても，食事メニューの固定化，事前の打ち合わせの徹底など，食物アレルギ

ー事故防止の体制強化を行った。 
・通学路を撮影する防犯カメラを４０台増設し，既設置分６０台と合わせて，合計１００台設置完了し，防犯対策の充実や防犯意

識の醸成に努めた。 
・小学校通学路を中心に不審者から逃れて助けを求めてきた子どもを保護する避難場所として，地域の協力者，商店，事業所など

に登録いただいているこどもの家について，説明会等の周知を行い，継続を含めて２，８７０件の登録があった。 
・中学校の学校選択制について，制度導入から１０年を経過したことから制度の検証を行った結果，児童・保護者から高い支持を

受けていることなどから，必要な取組や改善を行いつつ，今後も制度を継続することとした。 
・小児生活習慣病予防健診は，医師会から提案のあった新たな診断基準に基づく健診方法に見直すことを決定し，より適切な方法

による健診への移行のほか，児童・生徒や学校職員の負担軽減や予算の縮減を図ることができた。 

評価 A 

【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 
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基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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調布市防災教育の日については，基本メニューを教育委員会で

定めたうえで，各校の特性を加味する形を工夫した。４月第四土

曜日が定着し十分成果が得られた。 

 

②学校施設の整備・維持保全は計画を達成できた。 

 

 

③児童生徒の安全・安心を担保するための施策では，防犯カメラ

を増設し，犯罪抑止力を高めることができた。通学路の安全対策

として防犯カメラの設置を推進し，４年間で合計１００台の設置

を完了した。 

 

④食物アレルギー対応の充実・緊急時の対策強化が図られた。 

 

①継続可能な事業とするため，児童生徒を災害から守るという趣

旨を踏まえ，内容を精査する。 

 

 

②学校施設整備方針に基づく取組を進めるとともに，（仮称）公共

マネジメント計画策定に向けた検討を進める。 

 

③維持管理を徹底し，学校・地域・警察等関連機関と連携して防

犯対策をさらに推進する。都の補助事業が継続（令和元年度～

令和３年度）予定であることから，補助制度を活用して防犯カ

メラの設置を推進する。 

 

④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を推進する。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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 

  

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７年度～） 

・「調布市教育委員会いじめ防止に関する規則」を制定するとともに，規則の制定を踏まえ，「調布市教育委員会いじめ防止対策基本方針」

を見直すなど，各小・中学校をはじめ関係機関と連携を図りながら，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。 

・特別な配慮が必要な児童・生徒に対し，市内全２８校にスクールサポーターを配置し，個々の状況に合わせた教育的支援を行った。 

・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るとともに，「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。 

・平成３０年度までに学校支援地域本部（現 地域学校協働本部）の設置校は１６校となった。 

・防災教育の日は第 4回から第７回を実施した。その結果を踏まえ総括と今後の方向性について検証し，継続可能な機会の確保のため

の精査改善につなげるデータの蓄積となった。 

・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のをはじめ，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。また，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，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

及び作成を行うなど事故の再発防止のため，事故を風化させない不断の取組を行った。 

・食物アレルギーに関して調布市八ヶ岳少年自然の家で行った移動教室においても，メニューの固定化，事前の打ち合わせの徹底など，

事故防止の体制強化を行った。 

・児童・生徒が良好な環境の中で学ぶことができるように，老朽化した学校施設の計画的な維持保全に取り組んだ。 

・児童・生徒数の増加に伴う不足教室対策として，校舎の増築や普通教室の整備を実施し，良好な教育環境の確保に取り組んだ。 

・特別教室への空調整備に取り組み，市内公立小・中学校全校への空調の設置が完了し，教育環境の改善が図られた。 

・災害時に避難所となる体育館において，避難所機能の充実に取り組んだ。 

・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，機運の醸成を図った。 

・全校がオリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受け，育成すべき５つの資質に関する指導計画を作成し取り組んだ。 

・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，自校の取組に生かせるようにした。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。 

評価 Ａ 

【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 



（施策05 学校教育の充実） 

◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

 
  

 

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学校施設整備方針を策定 

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，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
自
治
体
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。平成３０年１０月に都と

して，都内の全公立・私立学校の児童・生徒の競技観戦が決定され

た。（希望制 都公費負担） 

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 公益財団法人オリンピック・パラリンピック

競技大会組織委員会が子どもの観戦促進に向けて検討

中の「学校連携観戦プログラム」の対象となる競技（競

技未定） 

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３１年２月，教育プラン（令和元年度から４年間）を策定 

④平成３１年３月，調布市総合教育会議で議論を重ね，第２期の「調

布市教育大綱」を策定 

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

特別支援教育推進計画（令和元年度から４年間）の策定 

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 

④調布市教育プランと両輪で市長部局との連携テーマに

係る事業を推進する。 

⑤計画に基づく取組を推進する。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策05 学校教育の充実） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・豊かな心の育成 

・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，外部機関との連携を含む環境整備 

・体験学習を通じた教育の推進 

・道徳教育の充実 

・ICT教育の推進 

・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 

・学力の定着 

○国際教育の推進 

○体力の向上 

・食育の推進 

・不登校特例校分教室（はしうち教室）の検証に基づく，分校化への検討 

・学校における働き方改革の推進 

○特別支援教育の推進 

・地域による学校の支援 

・円滑な学校生活の推進 

・教員の指導力・人権意識の向上 

・「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」に基づく食物アレルギー対策の推進 

・「防災教育の日」，「学校危機管理マニュアル」による安全教育の推進 

・通学路の安全確保の推進 

・学校施設整備方針に基づく，学校施設の長寿命化改修や，校舎建替えの計画的な実施 

・不足教室へ対応するための学校施設の整備 

・空調設備等，快適な教育環境の整備 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
◎ＩＣＴ教育の推進 

◎新学習指導要領に基づく教育活動の推進 

☆体育館の空調整備 

☆オリンピック・パラリンピック教育の推進  

◎公益財団法人オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が子どもの観戦促進に向けて検討中の「学校連携観戦プログラム」

の対象となる競技について（競技未定）市立小・中学校全児童・生徒を対象に観戦の機会を提供する。（全額都費負担） 

・不登校特例校分教室（はしうち教室）の教育活動の推進 

・適応指導教室「太陽の子」における教育活動の推進 

☆◎若葉小の施設整備 

◆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 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，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，オリンピック・パラリンピッ

クに関連した市内小・中学校におけるアスリートの講演等の事業を，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，全市民を対象とした保健施策

を見据えて行う必要があるため，今後も連携が必要である。 

・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。 

・調布市防災教育の日では，引き続き庁内の総合防災安全課・警察・消防・市内都立学校・私立学校との連携を強化し，継続可能

な訓練となるよう努める。 

・引き続き，小学校通学路を中心に不審者から逃れて助けを求めてきた子どもを保護する避難場所であるこどもの家に登録のある

地域の協力者，商店，事業所などと連携し，地域の安全対策を行っていく。 



（施策05 学校教育の充実） 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・パラリンピックの学習を通じ，ユニバーサルデザインやノーマライゼーションといった共生社会に関心を持たせる。 

・特別支援教育の推進・地域による学校の支援・円滑な学校生活の推進・教員の指導力・人権意識の向上を総合し，取り組ん

でいく。 

 ■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・（◆オリンピック・パラリンピック教育の推進）ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピック教育を市全体で取

り組み，機運の醸成を図り，大会への関心を盛り上げていく。競技やオリンピアン等について学ぶことで，オリンピック・

パラリンピック全体への理解を高めていく。 

・東京都の「子どもを受動喫煙から守る条例」や「調布市受動喫煙防止条例」の制定を受け東京２０２０大会に向けての受動

喫煙防止策を考慮し受動喫煙防止の指導・充実に取り組む。 

・平成３０年１０月に都として，都内の全公立・私立学校の児童・生徒の競技観戦が決定された。（希望制 都公費負担）これ

を受け，市立小・中学校全児童・生徒に競技観戦の機会を提供する。 

 

■連携テーマ4 「パラリンピックレガシーの創出」 

・（◆オリンピック・パラリンピック教育の推進）ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピック教育を市全体で取

り組み，機運の醸成を図り，大会への関心を盛り上げていく。競技やオリンピアン等について学ぶことで，オリンピック・

パラリンピック全体への理解を高めていく。市内で開催された車いすバスケットボール世界大会等の国際的なパラリンピッ

ク競技観戦を多くの小・中学校が実施したことで，パラリンピックへの関心を高めた経験を生かし，２０２０年につなげて

いく。 

 
 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

●  ● ● ●   ●  

        

 

● ● ●    ● ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 
◆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。 

 

○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） 

・ラグビーワールドカップや東京２０２０大会の国際的な大会を契機にして，調布市で行われる競技に対して学習したり，競技観

戦したりして，機運を高める。 

 

（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） 

・車いすバスケットボール世界大会の観戦 

・全小学校からタグラグビー大会へ出場 


