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６ 点検・評価についての有識者からの意見 

  平成２９年７月１８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１８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１８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 

重点プロジェクトの整理が必要である。重点プロジェクト３，５，６は継続す

るが，新たに例えば（生涯学習プロジェクト）といった形で現行の重点プロジェ

クト２，４，５，７を統合することも可能であると考える。 

○１ 教育委員会の改革・改善 について 

  今日的な教育課題として，開かれた教育行政，学校経営支援，調布市総合教育

会議，教育委員の改選及び調布市教育大綱に明示された連携テーマに関する市長

部局との会議とあるが，改革改善に向けた切り口が多すぎる印象をもつので，精

選と割愛のスタンスをもって，項目を重点化する必要がある。 

○２ 特別支援教育の充実 について 

中学校における特別支援教室の早期の開設を期待する。 

○３ いじめ・不登校・子どもの貧困対策 について 

現状分析と課題の明確化に対する検討がなされている。今後は，子どもたち一

人一人を大切にする教育に取り組む際には，「子ども貧困対策→不登校→いじめ」

という一連のスペクトラム（つながり）の構造を想定できないか。個別の状況で

とらえるのではなく子どもの貧困化という「根っこ」があって派生してくるのが

不登校，いじめである，という動的な把握が必要である。 

○４ 学校危機管理の取組 について 

安心安全な学校づくりに緊張感をもって取り組んでおり評価できる。 

○５ 児童・生徒数の増減に係る変化への対応 について 

  教育人口統計から類推される子どもの数の増加に対処する学校施設の増改築を

学区域の見直しと地域コミュニティ活性化をはかる学校施設の適切な活用という

視点を加えて行う必要がある。 

〇６ 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 

  30年を超える学校施設が８割という現状と教育人口統計から類推される子ど
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もの数の増加に対する増改築，学校施設を活用した避難所機能の充実等，課題が

山積しているため，市長部局との協働事業として取り組める事業を探す，といっ

た発想も必要になってくると考える。 

○７ 生涯学習・社会教育の振興 について 

地域社会の動向を把握した事業展開をしている。 

施策について 

○総評 

・施策の整理統合が必要ではないか。例えば，施策２，６，７，施策５，６，施 

策９，10，11，12など。 

○１ 豊かな心の育成（主要事業1～5） について 

 ・人権教育，防災教育，食育教育として「命の授業」や「いのちと心の教育」月 

間を設定している。 

・各小・中学校では人権教育推進に学校教育全体で取り組む上で必要な人権教 

育全体計画と，各学年でいじめ防止，LGBT，障害のある方たちとの交流に， 

 かかわる年間指導計画を策定し，意図的，計画的に各教科等で授業を実施して 

 いる。 

・平成30年４月より「特別の教科 道徳」（道徳科）が新たに教科書を使用して 

 実施されることを踏まえ，道徳教育の全体計画と道徳科の年間指導計画を整備 

している。 

○２ 確かな学力の育成（主要事業6～10） について 

 ・小学校の中・高学年での外国語活動の教科化に伴う組織的な取組としての教育

委員会のリーダーシップが期待される。とくに学校図書館の活用におけるデジ

タル教材に対する前向きな理解がICT機器の活用と並行して推進されることを

願う。        

○３ 健やかな体の育成（主要事業11～13） について 

 ・オリンピック・パラリンピックが調布市の施設を使用して５種目の競技が実施 

されること，第七中学校がオリンピック・パラリンピック教育重点校に指定さ 

れたことは評価できる。 

○４ 安全・安心な学校づくりの推進（主要事業14～18） について 

 ・着実に安心・安全な学校づくりに向けての施策を講じており，評価できる。 

○５ 教職員の資質・能力の向上（主要事業19・20） について 

 ・新学習指導要領に対処した授業改善推進委員会を設置し，「主体的・対話的で深

い学び」が可能となる授業の創造に向けての教員の指導力向上を図る研修機会

の充実が期待される。 

○６ 魅力ある学校づくりの推進（主要事業21・22） について 

 ・各小・中学校でのより充実した魅力ある学校づくりが期待される。 
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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 

 ・いじめ，虐待，不登校等の把握と連携については，プロジェクト３での見解を

参照。 

○８ 学校施設整備の推進（主要事業26～28） について 

 ・プロジェクト６における見解を参照。 

○９ 協働の学校づくり（主要事業29～34） について 

 ・現状を打開していくには，学校，家庭，地域社会が共同して取り組む人権教育，

防災教育，食育教育に関する学校基盤型カリキュラム（通称 SBC スクール

ベイスド カリキュラムデザイン）といった持続可能な教育課程（カリキュラ

ム）の開発に向けた取組が必要と考える。 

○１０ 青少年の育成（主要事業35～38） について 

 ・自由で夢のあるコミュニティづくりは，スポーツと文化活動を地域と学校が協

働して取り組むABC（通称 エリアベイスド カリキュラムデザイン）といっ

た持続可能な教育課程（カリキュラム）開発に向けた取組が必要と考える。 

○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 

 ・施策９と10の整理統合することで新たな視点が生まれるのではないか，と考え

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 

 ・施策９と10の整理統合することで新たな視点が生まれるのではないか，と考え 

る。 
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(2) 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 

・どの重点プロジェクトも，調布市にとって重要且つ喫緊の課題であり，それら

に意欲的に取り組まれていることに，敬意を表する。 

・重点プロジェクトは，各施策の取組を重点化するものでもあると考えるが，取

組が若干広く感じる。例えば，重点プロジェクト７については生涯学習，社会

教育と施策が広きにわたっている。それぞれの重点プロジェクトについて，さ

らに重点化することなどもご検討頂きたい。 

○１ 教育委員会の改革・改善 について 

 ・「調布市教育大綱」に基づいた市長部局との連携は，重要な取組であり大いに評

価する。 

・平成28年６月と平成29年２月に行われた平成28年度調布市総合教育会議にお

ける市長部局との連携は，具体的でかつ目に見える取組であり大変素晴らしい

と考える。現在の教育委員会の課題などについての報告やオリンピック・パラ

リンピック教育の推進ついての協議など大変効果的なものであったと捉えてい

る。 

○２ 特別支援教育の充実 について 

 ・市内全小学校の特別支援教室の設置にあわせ，様々な取組をされていることを

評価する。特に特別支援学級担任ハンドブック及び特別支援教室巡回指導教員

ハンドブックの作成は，きめ細やかな取組であり，効果的であると考える。 

・情緒障害等通級指導学級の児童・生徒数が今後も増加が見込まれることを踏ま

えた，中学校特別支援教室の導入や教員の指導力向上などは効果的な取組であ

り，さらなる充実を求める。 

○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・こどもの貧困について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。 

・いじめの未然防止，不登校の解消など具体的な取組を進めていることは大変素

晴らしい。しかしそれ以上にその根底にあるもの，つまり生きる力，自立心を

育むという指導を重視することは，当たり前のことであるが，忘れがちである。

その点を，明文化して取り組んでいることを大いに評価する。  

○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を，大いに評

価する。 

・学校事故については，過去の事例をもとに，丁寧な取組を進めていることにつ



- 106 - 

 

いて大いに評価する。 

・リスクマネジメント及びクライシスマネジメントの在り方について取り上げて

いることを評価する。 

○５ 児童・生徒数の増減に係る変化への対応 について 

 ・今後５年で調布市の教育人口の増加が予想される中で，校舎増築工事を進めて

いくことは重要な取組であるが，且つ困難な取組でもあると考える。計画的に

進められていることを評価したい。 

・教育人口の増加のため，中学校の学校選択制度を必要視することは，理解でき

るところであるが課題もある。今後，地域コミュニティの活性化や小・中連携

のあり方などから，制度の検証に入る事は大いに評価する。 

〇６ 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 

 ・学校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で

あるとも捉える。さらに学校施設が避難所施設になるという点を考え，耐震性

などの安全面についても重視していかなければならない。引き続き事業の重要

性に鑑み，充実を願うところである。  

○７ 生涯学習・社会教育の振興 について 

 ・27年度に引き続き，地域の「絆」を重要視した生涯教育の仕組み作りは，極め

て重要であり，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。図書

館，公民館を核としているが，できるだけ多くの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。また，公民館，図書館の利

用者は限られている傾向があり，利用者をさらに広げる広報の工夫などに期待

したい。 

施策について 

○総評 

・前年度までの指摘や反省をもとに丁寧に施策，事業を展開していることを評価 

したい。 

・目的達成度評価が「B」となっているものについても，次の課題が明らかにな

っており，改善が見込まれていることを評価する。 

・全般的に，施策の対象者や利用者が固定化しているきらいがあり，今後多くの

市民が積極的に参加できるよう，取組を工夫していくことが必要であると感じ

る。 

・貴重な文化財産の多い調布市として，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。次世代に引き継いでいくためにも，多

くの市民が，調布市の歴史・文化遺産の意義を理解し，誇りを持てるような取

組を期待するところである。 
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○１ 豊かな心の育成（主要事業1～5） について 

 ・事業１における「命の授業」や「いのちと心の教育」について小・中学校全校

で実施されたことは，高く評価する。どちらの取組もすべての学校において公

開しているのも素晴らしい。 

・事業４において，市内小中学校全校で「SNS学校ルール」を策定したのも大変

良い。それを受けた「SNS家庭ルール」の取組のさらなる充実についても期待

する。 

・事業５において，小学校では様々な体験活動が行われ，さらに検討も進められ

ており高く評価する。中学校の体験活動についても，より有意義な活動になる

よう，検討会を立ち上げ事業内容の見直しが行われると良い。 

○２ 確かな学力の育成（主要事業6～10） について 

 ・事業６，小学校の外国語活動の推進について，平成30年度から英語教育が拡充

されることから，外国人講師の効果的な活用にとどまらず，小学校教員の資質

向上についても取組の充実をさらに検討されたい。 

・事業７のICT機器の活用で，北ノ台小においてタブレット端末の活用の研究が進

められていることは素晴らしい。さらにその成果を蓄積し，すべての小・中学

校での取組に生かすよう進めて頂きたい。 

・事業10において，学校図書館専門嘱託員の配置は，読書量を高める効果的な取

組であり，さらなる継続・充実を期待する。今後は，司書教諭のあり方や連携

などについても先進的に取り組んで頂きたい。 

○３ 健やかな体の育成（主要事業11～13） について 

 ・事業11で，市内小中学校一校一取組・ 一学級一実践を通してすべての児童生

徒に体力向上への意欲がさらに高まることを期待する。 

・オリンピック・パラリンピック教育が市内小中学校全校で効果的に進められて

いることを評価する。さらに4×4教育が充実して取り組まれることを期待す

る。 

・事業13の食育の推進について，市を挙げて様々な充実した取組が推進されてい

ることを評価したい。今後は学校給食との関連づけを大いに検討され，効果的

な食育が推進されることを期待する。 

○４ 安全・安心な学校づくりの推進（主要事業14～18） について 

 ・事業14の食物アレルギー対策は，調布市としては特に重視する必要があると考

えるが，「おかわりルール，ブルートレイの対象範囲拡大」などの具体的な取組

を評価したい。 

・事業16，震度５以上の学校留め置きを想定した引き渡し訓練の充実の必要性を

述べており，評価は「B」であるが，今後に期待することを含め，大いに評価

する。 
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・事業16の防災教育の日の推進は，熊本地震直後で，防災意識が高まった中での

実施で，成果があがったことは喜ばしい。全市民の参加を目論むなどの取組も

期待したい。 

・事業17，交通事故の増加を踏まえ，各学校での具体的かつ新たな取組を期待す 

る。 

○５ 教職員の資質・能力の向上（主要事業19・20） について 

 ・若い教員が増加する中で，教員研修を充実していくことの重要性を指摘し，施

策を展開していることを評価したい。さらなる充実が必要となるが，今後の取

組に期待する。 

・人権教育は全ての教育活動の根幹をなすものであり，市内全ての教員一人一人

を対象として，取り組んでいることを評価したい。願わくば評価が「B」から

「A」となることを期待するところである。 

○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，各校の教育の充実に成果を

上げていることについて評価する。一方で「地域連携の充実」を課題として取

り上げ，評価を「B」としているのもよい。今後に期待する。 

・中学校の選択制度について，アンケート調査を実施し，制度改善の検証を進め

ることは，大きな改善と捉える。  

○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 

 ・すべての小学校で特別支援教室を巡回指導できたのは大変素晴らしいことであ

り，大いに評価する。今後さらに特別な支援を必要とする児童・生徒の増加が

見込まれることに伴い，特別支援教室拠点校の増設は大変重要なことであり，

今後の取組に期待する。 

・事業24教育相談は，様々な児童・生徒がいる中で重要な取組である。相談機会

の増設，相談員の資質向上など今後の取組に期待する。 

・いじめ，不登校，虐待など，幅広い取組であるが，確実に成果をあげているこ

とを評価したい。 

○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は，児童生徒数の増加に伴う教室の増設や耐

震対策など様々な取組が28年度に行われていることを評価する。 

・事業28において，避難所の視点から学校施設の整備を進めることは極めて重要

である。学校教育に支障をきたさないようご配慮を願う。 

○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，学校地域支援本部推進委員会を年2回開いたことを大いに評

価したい。他の地域の取組などを情報交換することは，それぞれの学校におけ

る地域人材活用に向けた大いなる指標ともなるであろう。地域人材については，
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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も進めて

頂きたい。 

・事業30は素晴らしい取組である。人的配置が不十分であるとされているが，今

後の取組に期待する。 

・事業33は，調布市の貴重な文化遺産を次世代に引き継ぐ取組であり，館内授業，

館外授業共に充実しており，大いに評価する。 

・事業34において，情報誌「コラボ」の取組は啓発に成果が期待できる。子育て

家庭が必要となる情報を集め，さらなる充実を願う。 

○１０ 青少年の育成（主要事業35～38） について 

 ・事業35において，リーダー講習会の充実とともに，広報活動の充実も進められ

ていることを評価したい。しかし，受講者が減少傾向にあることが残念である。

社会状況等が背景にあるとも思われるが，社会のニーズなども分析され，例え

ば，現在実施されているリーダーの活躍する場の提供など，違う視点からの取

組で，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，児童の意見発表の場として重視したい。観覧者を増やすため

に，組織動員なども含め新たな取組を検討いただきたい。 

・事業37において青少年交流館や公民館での取組，広報誌のリニューアルなど青

少年の育成に向け充実した活動を大いに評価したい。さらに小・中学生の利用

増については，そのきっかけ作りとして，学校教育との連携を検討されたい。 

○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 

 ・事業39では，たくさんの読書にかかわる取組を実施しており，大変すばらしい。

内容から見ると評価は「A」でもよいかと思われる。さらなる充実を期待する。

ゆるキャラ「じろ」もよい取組である。 

・事業41において，学習グループへの助成など，市民の文化活動の向上に寄与し

ていることを評価する。 

・ハンディキャップサービスは極めて重要な取組であり，調布市の文化度の高さ

を表している。きめ細やかな取組を評価する。 

○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 

 ・調布市の歴史・文化遺産は大変貴重で，次世代に調布市の文化を引き継ぐべき

価値の高いものばかりである。今後も，さらに取組を充実していただきたい。 

・事業43において，調布市のもつ郷土の歴史文化遺産のすばらしさを市民に普

及・啓発することは，大変重要なことであり大いに評価したい。市民の中に郷

土への誇りが高まることを期待する。 
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(3) 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 

「重点プロジェクト」として，施策ごとの点検・評価と異なるより大きな視点・

枠組みから事業をとらえ直すことは，有効であると受け止められる。 

教育委員会内の組織横断的な連携調整，情報共有について，安定的に定着して

きていることがうかがえる。こうした連携調整，情報共有の取組が形式的になら

ないよう留意するとともに，教育委員会の外との連携についても，さらに積極的

に取り組んでいくことが求められる。 

○１ 教育委員会の改革・改善 について 

  教育委員による学校訪問や学校長との意見交換，総合教育会議の開催など，開

かれた教育行政の実現について取り組まれている。市長部局との連携・協働も問

題なく進められているとみられる。今後，課題のひとつである「市民に開かれた

教育行政」について，保護者や地域住民への適時適切な情報提供を図る，意見交

換の機会を持つなど，さらに先へ進む取組が期待される。 

○２ 特別支援教育の充実 について 

3年間の研究成果をふまえてインクルーシブ教育システム構築に向けた取組が

なされており，長期的・広範的視野に立った特別支援教育が推進されている。特

別支援教室の配置，授業研究会の実施，特別支援教育コーディネーターの能力開

発，特別支援教育専門員の配置，手引きやハンドブックの作成など，多層的に学

びの場の整備が進められている。また教育，福祉，医療，保健，保護者の各代表

との協議・情報共有を図るなど，幅広い多様な関係者・関係機関とのネットワー

クを形成するなど，一人ひとりの子どもの学校・地域・家庭生活，さらには生涯

を通じた成長・発達の支援を目指す先進的な取組と言えよう。こうした取組は持

続的に進めていかなければ効果は乏しいことから，今後も継続して推進してもら

いたい。 

○３ いじめ・不登校・子どもの貧困対策 について 

  現代社会の様々なひずみが子ども一人ひとりの学ぶ権利を侵害することのない

よう，多様なアプローチから困難な状況にある子どもを支え，つなげ，自立に向

けた力をはぐくむ取組が進められている。いじめ，不登校，貧困などの問題は，

学校内だけでは丁寧な子に応じた対応をすべて行うのは難しいが，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的人材の活用，社会福祉協議

会や子ども家庭支援センター，児童福祉部門，民間組織との連携・協力，地域人

材・学校ボランティアなどのサポートなどが折り重なって，子どもを支える細か

な網の目が編まれている。今後さらに，大学などの高等教育機関などと連携する

など，地域の教育資源を最大限活用してさらなる細やかな対応を期待したい。 
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○４ 学校危機管理の取組 について 

これまでの事故等の事例や教訓を生かした未然防止の取組がなされている。学

校における事故等への対応，食物アレルギー対策，安全教育，防災教育，通学路

の安全確保など，項目ごとに着実に推進されている。学校危機管理の取組は学校

危機管理マニュアルや震災時対応シミュレーションなどをもとに体制整備を図る

とのことだが，いざという時にすぐに判断し行動できる力，マニュアルやシミュ

レーションをもとに，想定されていない災害や自己にも柔軟に対応できる力の育

成が今後ますます教職員一人ひとりに求められていくだろう。今後さらに充実し

た取組を期待したい。 

○５ 児童・生徒数の増減に係る変化への対応 について 

  教育人口の推移に注視しながら，過不足ない施設整備に向けた対応がなされて

いる。中学校選択制については，10年の節目を迎え制度の検証を行うとのことだ

が，生徒，保護者，教員，地域住民などさまざまな立場の人々の声を聞き，次の

10年に向けたよりよい制度の構築を期待したい。 

〇６ 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・長寿命化への対応に向けて，計画的に老朽化工事が進められている。

避難所機能の充実も，今後ますます重要になっていくだろう。これからも計画的

に推進してもらいたい。 

○７ 生涯学習・社会教育の振興 について 

市民が学習する機会・場の充実と活動に対する支援，社会的に困難を抱える子

ども・若者たちへの支援，文化財・地域ゆかりの歴史・文化遺産の保存と活用お

よび連携事業の推進など，それぞれ充実した活動が展開されている。一方で「事

業推進の４つのポイント」のうち，「自助・共助・互助・協働のまちづくりの推進」

「学校教育との連携・家庭教育への支援」についてはその取組内容が見えにくい。

また，昨今生涯学習・社会教育事業は自前主義を脱し多様な部署，組織等と連携・

協働することの必要性が論じされているが，そうした背景の中では組織横断的な

連携調整，情報共有について，より積極的に取り組んでいくことが強く求められ

る。 

施策について 

○総評 

  全体として自己評価は妥当であると言える。各施策が計画に沿って推進されて

いる。今後とも着実に取り組んでもらいたい。 

○１ 豊かな心の育成（主要事業1～5） について 

  情報モラル教育の推進について，「SNS学校ルール」「SNS家庭ルール」を有効

なものとするために，保護者との連携を密にはかって実施することが期待される。

体験活動の充実と支援について，これまで充実した内容が展開されてきたと言え
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るが，今後の見直しについてはこれまでの成果をふまえてより子どもたちが社会

で生き抜く力を身につけられるような体制づくりを期待したい。 

○２ 確かな学力の育成（主要事業6～10） について 

  少人数学習指導・習熟度別指導について，少人数指導講師の配置による効果が

発揮されている一方で，継続的な配置が難しいことによって効果が減退しないよ

う，今後のさらなる工夫を期待したい。学校図書館の活用の推進では，学校図書

館専門嘱託員を配置し，研修を実施するなど活発な活動が行われている。授業で

の活用も進んでいるとのことで，大変充実していると言える。今後さらに，教科

内外での学校図書館の活用に向けて，連携を密に進めてもらいたい。 

○３ 健やかな体の育成（主要事業11～13） について 

  特になし 

○４ 安全・安心な学校づくりの推進（主要事業14～18） について 

  防災教育の日の推進について，毎年熱心な取組が蓄積され，また発展してきて

いると感じる。保護者や地域と連携した本取組から学ぶことは大きい。さらに実

効性の高い防災教育に向けて課題設定しているが，各部署，立場からのニーズを

出し合い，よりよい内容に努めてほしい。 

○５ 教職員の資質・能力の向上（主要事業19・20） について 

  教職員の資質・能力の向上に向けて，きめ細やかで多様な研修が推進されてい

る。こうした地道な取組を継続してもらいたい。 

○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が推進されている。 

○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 

  特別支援教育の推進について，個別指導計画を活用し，保護者と連携しながら

一人ひとりに向き合って支援していく活動は，意義深い。今後，放課後や卒業後

など，学校教育課程外での活動支援組織ともさらに連携をとり，広い視野での支

援につながっていくよう期待したい。 

○８ 学校施設整備の推進（主要事業26～28） について 

  着実に実施されている。 

○９ 協働の学校づくり（主要事業29～34） について 

  保護者や地域住民，関係機関と多様な事業によって連携を図り，地域の教育力

の向上に貢献している。学校に協力する地域人材等が固定化しすぎないよう，ま

た連携組織や協議会等が形式化しないよう，さらに工夫していくことが求められ

る。関わる様々な人が主体的に学校支援に関わり，また関わる様々な組織が学校

支援の活動を自らにとっても意味のあるものだととらえられるように，連携を推

進する仲介役となる役割がますます重要になってくる。 
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○１０ 青少年の育成（主要事業35～38） について 

  リーダー養成講習会の実施について，子どもの成長に応じた，交流・体験の場

が地域にあることは現代社会を生きる主体的な力を形成していくうえで，また地

域にとっても次世代を担う人材を育成していくうえで，大変意義ある活動である。

ジュニアリーダーからシニアリーダーへと継続して活動する青少年がやや減少傾

向にあるとのことだが，現代の多忙な青少年にとって，学校・家庭以外の豊かな

経験ができる貴重な機会を維持・発展できるよう，魅力的な内容と関係づくり，

場づくりに今後とも務めてもらいたい。 

○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 

  図書館においては，読書の機会を子どもから大人まで，より多くの人に広げよ

うと，事業内容を工夫し，また広報にも力を入れていることは高く評価できる。

様々な世代のニーズや関心をつかんだ事業展開がされている。読書を通じて仲間

づくりや居場所づくり，ひいては地域づくりにもつながっていくと考えると，本

を通じた自主的な学び合いを支える職員・支援員・ボランティアの役割は大きい。

専門性の向上にさらに取り組んでもらいたい。同様に，公民館においても多様な

事業が展開され，市民の高い学習ニーズに対応している。講座や学級の受講から

自主的な学びにいかにつなげていくかというノウハウの蓄積を次世代にもつなげ

ていきながら，新しいニーズ，新しい生活スタイルにどう対応するかも今後の課

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 

  郷土資料館・武者小路実篤記念館とも，地域ゆかりの歴史・文化遺産を活用す

る事業を多種多様に展開している。入門的な内容から，高度で専門的な内容まで，

市民の多様な関心に応じて充実した事業が実施されている。学校との連携や市民

との協働にも積極的に取り組んでおり，文化遺産を保存・管理，研究することと，

次世代に継承し郷土への誇りと愛着心を育む活動とが両立・調和している。地域

の歴史・文化遺産という資源を活かしたまちづくりを市民とともに取り組んでい

るともいえ，今後の展開が楽しみである。 
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