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　１　目的　１　目的　１　目的　１　目的

段階

A

B

C
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今後の取組の方向性の評価基準

段階

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

　　　　　　　らを踏まえ、教育委員会事務局 の部長及び課長級職員により、すべての基本施策について課題

計画どおりできた

　(3)　点検評価有識者　  評価を行うにあたって、その客観性を確保するため、行政経験、教育に関し学識を

概ね計画どおりできた

一部できなかった

できなかった

取　組　の　方　向　性

計画の継続実施

計画を見直し（改善または縮小）して継続実施

計画を廃止

取　組　状　況

計画以上にできた

Ⅰ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめに

報告書を作成し、議会に提出するとともに、市民に公表することが義務付けられた。

　この報告書は、この規定に基づき、平成２５年度の事務の管理及び執行の状況についてあきる野市教育委

員会が行った点検・評価の結果をまとめたものである。

Ⅱ　点検・評価の基本方針Ⅱ　点検・評価の基本方針Ⅱ　点検・評価の基本方針Ⅱ　点検・評価の基本方針

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、平成２０年４月１日から、すべての教育委員

会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する

　２　定義　２　定義　２　定義　２　定義

　　用語の意義は、次のとおりとする。

　(1)　点検　個々の施策及び事務事業の取組状況や成果について、取りまとめることをいう。

　(2)　評価　個々の施策及び事務事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の方向性を

　(1)　施策及び事務事業の取組状況について、点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにする

　　　ことにより、効果的で市民に信頼される教育行政を推進していく。

　(2)　点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、市民に公表することに

　　　より、市民に対する説明責任を果たしていく。

平成２５年度実施計画の取組状況の評価基準

　(1)　点検　 教育委員会事務局の各課は、「教育基本計画」における推進計画の２５年度実施計画について、

　(2)　評価　 すべての事務事業について各課で点検し、課題の検討や今後の方向性を示した。また、それ

　　　　　　　を検討し今後の方向性を示した。

　　　　　　　示すことをいう。

　３　点検・評価の対象　３　点検・評価の対象　３　点検・評価の対象　３　点検・評価の対象

　　平成２３年度に策定した「あきる野市教育基本計画」における基本施策に基づく個々の推進計画を点検の

　対象とし、点検結果を踏まえた項目別評価として、すべての基本施策を評価の対象とした。

　　　　　　　その取組状況を点検するとともに、次年度以降の実施計画と照らし合わせ、取組の方向性を示し、

　　　　　　　それぞれ次のような基準により評価した。

　４　点検・評価の実施方法　４　点検・評価の実施方法　４　点検・評価の実施方法　４　点検・評価の実施方法

　　点検・評価は「あきる野市教育委員会事務点検及び評価実施要項」に基づき次のとおり実施した。

　　　　　　　有する次の２名の方からご意見をいただいた。

　　　　　　　　　浦野龍治氏　　　元あきる野市収入役

　　　　　　　　　江川直子氏　　　共立女子大学文芸学部講師
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　人権尊重と社会貢献の精神をはぐくむ教育の推進

　豊かな人間性と創造性及び未来をひらく学力をはぐくむ教育の推進

　生涯学習の推進と文化、スポーツ・レクリエーションの振興

　家庭、学校、地域の連携・協力の強化

　１　あきる野市教育委員会 教育目標　１　あきる野市教育委員会 教育目標　１　あきる野市教育委員会 教育目標　１　あきる野市教育委員会 教育目標

　２　２　２　２        あきる野市教育委員会 基本方針あきる野市教育委員会 基本方針あきる野市教育委員会 基本方針あきる野市教育委員会 基本方針

基本方針１

　すべての市民が、自他の人権について理解を深め、責任を自覚し、協力し合い、ルールを守り、安心し
て社会生活を送れるよう、人権尊重と社会貢献の精神を育成する教育を推進する。

Ⅲ　教育目標、基本方針及び基本施策

基本方針４

　子供たちが、乳幼児期から、豊かな体験を通して健やかに成長できるよう、家庭教育や地域活動を支援
するとともに、教育を取り巻く様々な課題の解決に向け、家庭、学校、地域がそれぞれの役割と責任のもと
に、相互に連携・協力できる体制づくりを推進する。

基本方針２

　子供たちが、国際社会に生き、社会の変化に主体的に対応していくために、基礎的な学力の定着及び
向上を図り、個性と創造性を伸ばす教育を推進する。

基本方針３

　すべての市民が生涯を通じて自ら学び、文化やスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、基盤整備と市
民との協働による学習・交流活動を推進する。

「人が育ち「人が育ち「人が育ち「人が育ち 人が輝く人が輝く人が輝く人が輝く あきる野の教育」あきる野の教育」あきる野の教育」あきる野の教育」

あきる野市教育委員会は、人権尊重と社会貢献の精神を基調とし、
あきる野市民憲章に則してすべての市民が豊かな自然や伝統・文化に
誇りをもち、生涯を通じて学ぶことのできる生涯学習社会の実現を目
指して教育行政を推進する。
また、家庭、学校、地域がそれぞれの役割と責任を自覚し緊密な連
携の下に、子供たちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、豊か
な人間性と創造性及び未来をひらく学力を兼ね備えた市民として成長
し、「人と緑の新創造都市」あきる野市の発展に貢献することを期し
て教育を推進する。

平成２２年８月決定
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        取 組 の 方 向        取 組 の 方 向        取 組 の 方 向        取 組 の 方 向

9 学力向上対策の強化◆

環境教育の推進◆

心の教育の推進

社会貢献の心を育てる教育の推進

6

7

8

5

体力向上に向けた取組

市民スポーツの推進◆

24

小規模学校対策の推進◆

小中一貫校への取組◆

学校ＩＣＴの整備

教員の資質・能力の向上

特色ある学校づくりと学校運営の改善

社会教育施設の整備充実と有効活用適正

利用の推進

生涯学習活動への市民参加の促進

安全・安心な学校施設の整備

11

12

17

18

16学校経営の充実

2

3

4

 施策展開の5つの視点 施策展開の5つの視点 施策展開の5つの視点 施策展開の5つの視点 　施策番号　施策番号　施策番号　施策番号　基 本 施 策 　基 本 施 策 　基 本 施 策 　基 本 施 策 （◆は重点施策）（◆は重点施策）（◆は重点施策）（◆は重点施策）

いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦◆1

34
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国際理解教育の推進

学校支援体制の強化◆

5
家庭、学校、地域の連
携・協力の強化

市民文化の振興

32

教育情報の提供

学校外活動・余暇活動の充実

学校安全安心対策の強化◆

地域社会における
連携・協力体制の強化

33

27

3

生涯学習・文化・
スポーツの振興

学校教育環境の整備

地域ぐるみの青少年の
健全育成の推進◆

教育の機会均等などの確保

20

市民文化の振興
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生涯学習活動の支援◆

14

15

21

学校施設・設備の整備

19

外国人児童・生徒への日本語指導の充実

教員の資質・能力の向上

地域社会における教育力の強化

学習を支える教育環境の整備

31

26

22

30

23

25
健全な心身をはぐくむ
スポーツの振興

いつでもどこでもだれもが学ぶ
ことができる生涯学習の推進

4

郷土の理解を深める
文化の保存と継承

子ども読書活動の推進◆

10

小中学校９年間を見通した
一貫教育の推進

1 確かな学力をはぐくむ
教育の推進

豊かな心をはぐくむ教育の推進

人権教育の推進

文化財の保護と公開活用の推進

３ 　施策体系図３ 　施策体系図３ 　施策体系図３ 　施策体系図

 教育目標・基本方針 教育目標・基本方針 教育目標・基本方針 教育目標・基本方針

13 特別支援教育の推進◆一人一人のニーズに応じた
教育の推進

「生きる力」を
はぐくむ教育の推進

食に関する教育の推進

伝統文化理解教育の推進

健やかな身体や体力をはぐくむ
教育の推進

学校保健の充実
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あきる野市教育委員会は、一人あきる野市教育委員会は、一人あきる野市教育委員会は、一人あきる野市教育委員会は、一人一人一人一人一人を大切にする「特別支援教育」を大切にする「特別支援教育」を大切にする「特別支援教育」を大切にする「特別支援教育」

の考え方のもと、１２の施策を重点として取り組んでいきます。の考え方のもと、１２の施策を重点として取り組んでいきます。の考え方のもと、１２の施策を重点として取り組んでいきます。の考え方のもと、１２の施策を重点として取り組んでいきます。  
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　平成２５年４月定例会（平成２５年４月２５日）

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

承　　認

報　　告

報　　告報告事項(2) あきる野市立学校の教職員に対する面接指導実施要領について

Ⅳ　教育委員会の活動状況について

　あきる野市教育委員会（以下「委員会」という。）は、あきる野市長があきる野市議会の同意を得て任命した５
人の委員により組織される合議制の執行機関であり、その権限に属する教育に関する事務を管理執行してい
る。
　委員会には教育長が置かれ、委員会の指揮監督の下にその事務をつかさどっている。委員の任期は４年で
ある。

委 員 長
こたど　のぶこ

H21.10.28　～  H25.10.27古田土　暢　子

《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》

職　名 氏 　名 任 　期

H25.4.1～H25.10.27H25.4.1～H25.10.27H25.4.1～H25.10.27H25.4.1～H25.10.27

委　　 員
たのくら　みほ

H23.11.26　～  H27.11.25田野倉　美　保

委 員 長
職務代理者

やましろ　せいほう

H24.10.28　～  H28.10.27山　城　　清　邦

教 育 長
みやばやし　とおる

H23.11.26　～  H27.11.25宮　林　　　　徹

委　 　員
たんじ　みつる

H24.  3.  1　～  H26.10.27丹　治　　　　充

議案　１８ あきる野市小中一貫教育推進基本計画について

議案　１９ 教育長が事務を臨時代理する場合における委員会の指示について

《 会 議 》《 会 議 》《 会 議 》《 会 議 》

　教育委員会の主な活動のひとつは、教育に関する重要な案件の審議等を行う「会議」である。「会議」は原則
として毎月第４木曜日に定例会を開催し、必要に応じて臨時会、視察等を行っている。平成25年度は下表の
とおり、定例会１２回、臨時会２回を開催し、議案３５件、報告２件、報告事項２７件、協議事項３件について審
議等を行った。

番　号 件　　　名

議案　２０ あきる野市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

報告事項(1)
あきる野市教育基本計画（第2次計画）策定検討委員会設置要領の制定及び策定ス
ケジュールについて

報告　　１ 臨時代理した教育委員会の職員の人事異動に関する報告及び承認について

たのくら　みほ

H23.11.26　～  H27.11.25

H25.10.28～H26.3.31H25.10.28～H26.3.31H25.10.28～H26.3.31H25.10.28～H26.3.31

委 員 長
職務代理者

職　名 氏 　名 任 　期

委 員 長
やましろ　せいほう

H24.10.28　～  H28.10.27山　城　　清　邦

田野倉　美　保

委　　 員
たんじ　みつる

H24.  3.  1　～  H26.10.27丹　治　　　　充

委　 　員
みやた　まさひこ

H25.10. 28　～  H29.10.27宮　田　　正　彦

教 育 長
みやばやし　とおる

H23.11.26　～  H27.11.25宮　林　　　　徹
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結　果

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

結　果

決　　定

決　　定

報　　告

報　　告

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

決　　定

報　　告

報　　告

結　果

採　　択

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

報　　告

報告事項(2)
あきる野市スポーツ推進計画（案）に伴うパブリックコメントの集約結果に
ついて

協議事項(1) 教育基本計画策定に伴う重点施策について

報告事項(1) ふれあい月間（２月・６月）の調査結果について

　平成２５年７月定例会（平成２５年７月２３日）

あきる野市学校給食センター運営協議会委員の委嘱について議案　２５

番　号 件　　　名

報告事項(3) あきる野市生涯学習推進市民会議委員の委嘱について

　平成２５年５月定例会（平成２５年５月２１日）

番　号

協議事項(1)

平成２５年度あきる野市教育委員会所管予算（第１号補正）について

議案　２２ あきる野市図書館協議会委員の解任及び任命について

報告事項(4) あきる野市スポーツ推進計画（案）について

平成２５年度大規模地震対応訓練の報告について

議案　２３ 行政（教育）財産の用途廃止について

件　　　名

議案　２１

議案　２４ あきる野市立学校の校長の人事について

報告事項(1) あきる野市学校給食センターの耐震診断結果と対応について

協議事項(2)

指定学校変更制度の見直しについて

報告事項(1)

報告事項(2) あきる野市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告事項(2) 五日市図書館の改修に伴う休館について

　平成２５年６月定例会（平成２５年６月２７日）

番　号 件　　　名

通学区域の見直しについて

議案　２９ あきる野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

議案　３０ あきる野市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

議案　２７ 平成２５年度あきる野市教育委員会所管予算（第３号補正）について

議案　２８
平成２５年度あきる野市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状
況の点検及び評価（平成２４年度分）報告書について

秋川体育館及び公民館の休館日の変更について

報告事項(1)
あきる野市立学校の指定学校変更の取り扱いに関する要綱の一部改正につい
て

報告事項(2) 平成２４年度あきる野市学校評価報告書のまとめについて

　平成２５年９月定例会（平成２５年９月２４日）

報告事項(3)

番　号 件　　　名

報告事項(1)

議案　３１ あきる野市体育施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する諮問について

平成２５年度全国学力学習状況調査結果について

あきる野市産業文化複合施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する諮問
について

議案　３２

　平成２５年８月定例会（平成２５年８月２７日）

番　号 件　　　名

議案　２６ 平成２６年度使用教科用図書（特別支援学級教科書）の採択について
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結　果

原案可決

原案可決

報　　告

結　果

当　選

当　選

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

承　　認

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

報　　告

結　果

原案可決

秋川流域市町村視聴覚教育協議会の廃止について

報告　２ 臨時代理したあきる野市立学校の校長の人事に関する報告及び承認について

あきる野市産業文化複合施設の指定管理者の指定について

報告事項(2) 教育基本計画（第２次計画）中間報告について

　平成２５年１２月定例会（平成２５年１２月２４日）

議案　３７

番　号 件　　　名

議案　３５

　平成２５年１０月定例会（平成２５年１０月２４日）

報告事項(1) いじめの実態及び対応状況把握のための調査の結果について

委員長の選挙について

　平成２５年　第２回臨時会（平成２５年１０月２８日）

番　号

番　号 件　　　名

あきる野市体育施設の指定管理者の指定について

平成２５年度あきる野市教育委員会所管予算（第４号補正）について

あきる野市教育委員会の教育目標及び基本方針の修正について

委員長職務代理者の指定について

報告事項(1) 小中一貫教育説明会について

　平成２５年１１月定例会（平成２５年１１月２６日）

議案　３６

番　号 件　　　名

　平成２６年　第1回臨時会（平成２６年２月１０日）

議案　　２ あきる野市立学校の校長及び副校長の人事について

　平成２６年１月定例会（平成２６年１月２３日）

議案　　１ あきる野市教育基本計画（第２次計画）（案）の策定について

報告事項(1)

報告事項(2)

あきる野市教育基本計画（第２次計画）の素案について

番　号 件　　　名

議案　３４ あきる野市産業文化複合施設の指定管理者の候補者の選定について

番　号 件　　　名

件　　　名

議案　３３ あきる野市体育施設の指定管理者の候補者の選定について

議案　３８

報告事項(1)
平成２５年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果
について
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結　果

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

報　　告

報　　告

報　　告

　平成２６年３月定例会（平成２６年３月２５日）

議案　１２

あきる野市スポーツ推進計画市民検討委員会設置要綱の廃止について

議案　１４

議案　１３

番　号 件　　　名

番　号 件　　　名

議案　　３

議案　　７

議案　　４

　平成２６年２月定例会（平成２６年２月２１日）

あきる野市教育委員会事務局処務規則及びあきる野市特別支援教育就学相談
委員会規則の一部を改正する規則

あきる野市スポーツ推進審議会条例

議案　　８ 平成２５年度あきる野市教育委員会所管予算（第７号補正）について

議案　　６ あきる野市立学校職員出勤簿整理規程の一部改正について

議案　　５ 秋川流域市町村視聴覚教育協議会の廃止について

議案　　９ 平成２６年度あきる野市教育委員会所管予算について

あきる野市文化財の指定に関わる諮問について

《 学校訪問 》《 学校訪問 》《 学校訪問 》《 学校訪問 》

あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準の策定について

あきる野市教育基本計画（第２次計画）の策定について

議案　１１

報告事項(2) ふれあい月間（１１月）の調査結果について

報告事項(1)

報告事項(1)

報告事項(4)

平成25年6月28日

議案　１０

あきる野市社会教育関係団体補助金交付要綱及びあきる野市社会教育関係団体
登録要綱の一部改正について

報告事項(5) 五日市ファインプラザの休館日の変更について

報告事項(3)

あきる野市立中学校部活動外部指導補助員に関する要綱の一部改正について

あきる野市文化財保護審議会委員の委嘱について

　教育委員は、市立小・中学校における教育活動の状況を把握し、課題や取組状況について学校と教育委
員の共通理解を深め、あきる野市の教育行政の更なる充実と発展に資することを目的に年間を通して計画的
に学校訪問を行っている。
　学校訪問の内容は、管理職等との学校運営の状況、成果、課題などの情報交換や授業参観などである。
　平成２5年度は、次のとおり実施した。

平成25年10月17日

平成25年7月5日

訪問日

あきる野市就学援助費支給要綱の一部改正について

報告事項(2)

平成25年6月19日

平成25年10月23日

あきる野市指定文化財の指定について

あきる野市指定天然記念物の指定の解除に関わる諮問について

平成２５年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」結果について

平成25年9月27日

平成25年7月11日

平成25年11月7日

平成25年9月25日

東秋留小学校

増戸中学校

五日市小学校

訪問学校名

南秋留小学校

五日市中学校

東中学校

前田小学校

秋多中小学校

多西小学校
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平成25年9月4日 西中学校 学校公開

入学式

東京自治会館

東京自治会館

学校公開

東京都市町村教育委員会連合会第1ブロック研修会

東京都市教育長会研修会

東京都市町村教育委員会連合会理事会・研修会

つくば国際会議場

東京自治会館

東京自治会館

地区公開講座

運動会

五日市中学校

訪問日 訪問学校名

平成26年1月10日

平成26年1月16日

場　所

平成26年2月6日

平成26年1月30日

平成26年2月18日

一の谷小学校

《 視察研修等への参加 》《 視察研修等への参加 》《 視察研修等への参加 》《 視察研修等への参加 》

平成25年5月31日

目黒雅叙園

体育大会

学　校　名 内　容

平成25年4月8日 市立小学校

平成25年11月19日

平成26年2月6日 東京都市町村教育委員会連合会研修会

　教育委員は、年間を通して個人または全員（複数）で、市立小・中学校の行事等へ参加し、教育活動の状況
等の把握に努めている。平成２５年度の主な参加行事等は下表のとおり。

開　催　日

学校公開平成25年4月27日 東秋留小学校

平成25年4月9日 市立中学校

平成25年5月13日 五日市中学校

平成25年5月25日

体育大会

平成25年9月21日

平成25年9月27日

平成25年9月14日

一の谷小学校

平成25年6月1日 増戸中学校

屋城小学校

学校公開五日市小学校

事　業　名・内　容

平成25年5月23日

平成25年7月24日

平成25年4月12日 東京都庁

平成25年5月2日 東京自治会館

平成25年5月9日 関東地区都市教育長協議会総会

増戸小学校

御堂中学校

草花小学校

西中学校

平成25年11月21日

平成25年8月22日

東京都教育施策連絡会

東京都市町村教育委員会連合会理事会

東京都市町村教育委員会連合会定期総会

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会

　教育委員は、年間を通して、教育行政に関する情報収集、教育に関する調査、研究のために視察研修等へ
参加している。平成２５年度は下表のとおり。

平成25年9月28日

入学式

市立小学校（７校） 運動会

統合式

瑞穂スカイホール

市立中学校（４校） 体育大会

平成25年4月8日 戸倉小学校　五日市小学校

平成25年9月14日 東中学校

平成25年5月18日 市立小学校（２校）

《 学校行事等への参加》《 学校行事等への参加》《 学校行事等への参加》《 学校行事等への参加》

西秋留小学校

学校公開

平成26年2月20日

開　催　日

運動会

平成25年10月11日

屋城小学校
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平成25年8月23日 授業実践力向上研修会

味の素スタジアム

平成25年9月6日 水茎の会書展 五日市会館

平成26年3月7日 東中学校 合唱コンクール

平成26年3月10日 秋多中学校 音楽会

平成26年3月6日 御堂中学校 合唱コンクール

道徳授業地区公開講座

学校公開

合唱コンクール

内　容

都立秋留台公園

秋川体育館

秋川ふれあいセンター

　教育委員は、年間を通して関係行事等へ参加している。平成２５年度の参加行事等は下表のとおり。

学校公開

道徳授業地区公開講座

学　校　名

市役所

五日市ファインプラザ

あきる野市内

あきる野市特設馬術競技場

市民球場

あきる野市特設馬術競技場

開　催　日

あきる野市小中学校PTA連合会定期総会 あきる野ルピア

平成25年6月15日 第６８回国民体育大会馬術競技リハーサル大会

平成25年9月13日 あきる野市表彰審査会

平成25年10月1日 第６８回国民体育大会ソフトボール（少年女子）大会

平成25年9月28日 スポーツ祭東京2013第６８回国民体育大会総合開会式

五日市会館

平成25年9月29日

平成25年9月7日 「家庭の日」推進事業親子観劇会 秋川キララホール

市民球場

平成25年10月4日

市役所

平成25年7月20日 あきる野市子供すもう大会 秋川体育館

平成25年7月13日 おとなが手本のあきる野市「あいさつ標語カルタ大会」 五日市ファインプラザ体育館

平成25年7月4日 青少年問題協議会

ふれあいセンター

あきる野市特設馬術競技場

平成25年6月16日 第６８回国民体育大会馬術競技リハーサル大会 あきる野市特設馬術競技場

社会を明るくする運動 市内各駅前

秋川流域合唱祭 秋川キララホール

あきる野市・栗原市中学生友好親善交流会歓迎式

あきる野市特設馬術競技場

平成25年6月8日

平成25年10月24日 西中学校

あきる野市青年学級すまいる定期総会

平成25年6月23日

平成25年6月1日

第６８回国民体育大会馬術競技大会

東京多摩国体あきる野市１００日前イベント

平成25年7月31日

平成25年4月17日

第６８回国民体育大会自転車ロードレース大会

平成25年9月29日

平成25年9月8日 総合スポーツ祭あきる野市民水泳大会

平成25年10月29日 増戸中学校 合唱コンクール

平成25年10月30日

平成26年3月20日 市立中学校 卒業式

音楽会

草花小学校

西中学校

一の谷小学校 道徳授業地区公開講座

学校公開

平成25年11月1日 五日市中学校

平成26年1月25日 五日市小学校

草花小学校平成25年12月2日

平成26年1月11日

五日市中学校

《 関係行事等への参加》《 関係行事等への参加》《 関係行事等への参加》《 関係行事等への参加》

平成26年1月24日

事　業　名・内　容 場　所

平成26年3月24日 市立小学校 卒業式

平成26年1月25日

五日市会館

教職員辞令伝達式 市役所平成25年4月1日

東中学校東中学校創立４０周年記念式典

平成25年5月12日 スポーツ・レクリエーション大会

あきる野市公立小中学校教育研究会総会

平成25年4月7日

平成25年10月3日 第６８回国民体育大会馬術競技大会

第６８回国民体育大会ソフトボール（少年女子）大会

平成25年6月2日 五日市書展

平成25年6月9日

平成25年7月4日

平成25年11月8日 東中学校 学校公開

開　催　日

平成25年9月30日

第６８回国民体育大会ソフトボール（少年女子）大会 市民球場
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ふれあいセンター

平成26年2月5日 西多摩中学校教育研究会 羽村市ゆとろぎホール

秋川キララホール

五日市会館

市役所

中央公民館

味の素スタジアム

秋川キララホール

中央公民館

市役所

秋留台公園

秋川キララホール

市役所

まほろばホール

場　所

市役所

秋川キララホール

市役所

あきる野ルピア

増戸小学校

五日市会館

秋川体育館

市内小中学校（３校）

東秋留小学校

秋川キララホール

あきる野ルピア

青年会議所賀詞交歓会 あきる野ルピア

平成26年2月22日 あきる野市少年少女ドッジボール大会 秋川体育館

平成26年1月19日 あきる野市民綱引き競技大会

平成26年2月2日

秋川体育館

秋川キララホール

平成26年3月8日 生涯学習シンポジウム

平成26年3月18日 青少年問題協議会

平成26年2月26日 あきる野市小中学校教育研究会研究発表会

平成26年3月1日 増戸小学校開校１４０周年記念式典

あきる野市公立小学校展覧会

平成26年1月22日 あきる野市研究推進校研究発表会

あきる野市の若き音楽家フェスティバル演奏会

平成26年1月13日 成人式

平成26年1月6日 賀詞交歓会

平成26年1月11日

平成26年1月8日

平成25年12月7日 あきる野市中学生の主張大会

平成25年12月15日 海外派遣交流事業報告会

平成26年12月14日 秋流子ども体験塾小中学校駅伝大会

平成25年11月10日 中学校海外派遣団帰国式

開　催　日 事　業　名・内　容

あきる野市民まつり市民文化祭開会式

平成25年10月30日 中学校海外派遣団出発式

平成25年10月12日

平成25年10月12日 教育フォーラム

第６８回国民体育大会馬術競技大会

平成25年11月3日 あきる野市民表彰式・青少年善行表彰

平成25年10月26日

あきる野市特設馬術競技場

平成25年10月7日

平成26年3月31日 教職員辞令伝達式

平成25年12月26日 「いじめをなくそう」子ども会議

平成25年10月5日

市役所

東秋留小学校開校１４０周年記念式典平成26年2月8日

中学校海外訪問団お別れ式

スポーツ祭東京2013第６８回国民体育大会総合閉会式

中学校海外訪問団歓迎式

合唱de歓喜記念演奏会

平成25年10月8日

平成25年10月22日

平成26年2月4日 パラリンピック選手森井選手激励会 秋川体育館

第６８回国民体育大会馬術競技大会 あきる野市特設馬術競技場

平成25年10月6日 第６８回国民体育大会馬術競技大会

あきる野市立公立小学校音楽会

平成25年12月1日

平成25年12月23日

あきる野市特設馬術競技場

平成25年12月5日

あきる野キララバンド定期演奏会
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  Ⅴ 平成２５年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び 

執行状況の点検及び評価について 

                     



○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＡＡＡＡ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

指導室

　いじめ撲滅三原則、するを許さず、されるを責めず、いじめに第三者なし、の徹底を図るため、ふれあい月間（６・
１１・２月）の実態把握を生かした取組を実施するとともに、道徳教育の充実を図る。

【２５年度実施計画 】 ふれあい月間の調査を生かした取組の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

事業の概要

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　いじめ防止に向けた小中一貫の取組の充実を図る。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」の事務事業として継続する。

 基本施策 １　 基本施策 １　 基本施策 １　 基本施策 １　 　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

1111 　いじめ撲滅三原則の徹底　　いじめ撲滅三原則の徹底　　いじめ撲滅三原則の徹底　　いじめ撲滅三原則の徹底　

取組状況

【２５年度実施計画 】 各種委員会等の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　校長会、副校長会、教育相談（兼いじめ問題担当者）連絡協議会、生活指導主任会等において、東京都及びあき
る野市の「いじめ問題」等に関する課題について情報提供し、各学校の実態に即した取組の仕方について研修を
深めた。
　また、生活指導主任会と情報教育担当者連絡会を同時に開催し、情報モラルについての講演を実施し、情報モラ
ルに対する教員の理解を深め、児童･生徒への指導を充実させた。
　さらに、いじめ防止対策推進法に基づき、平成２６年度から、各学校でいじめ防止に係わる組織（学校いじめ対策
委員会）を設置するよう指示した。

取組状況

　各学校では、いじめ撲滅三原則を全教室に掲示し、日常的な児童・生徒の様子の把握や友達関係に関する指導
の充実を図った。また、ふれあい月間におけるアンケートや学校の取組事例を示した実践シートを活用し、いじめ
の実態を把握、各学校での取組を充実させた。さらに、月に１度「いじめについて考える日」を設定し、未然防止、早
期発見の取組を重点的に取り組んだ。また、「『いじめをなくそう』子ども会議」を開催し、全小･中学校の代表が、い
じめをなくすための取組について考える機会を設定した。
　道徳授業地区公開講座等においては、講師を招へいした講習会を実施するなど協議会の充実を図り、学校、家
庭、地域が連携した道徳教育の充実を図った。

課　　題
　「いじめについて考える日」の取組を、校長会、副校長会、生活指導主任会等で情報提供するとともに、小中一貫
の視点で中学校区ごとに関連した取組を実施させることで、より一層の充実を図る。

課　　題
　各種委員会等での研修を通して、各学校における「学校いじめ対策委員会」の役割を明確化させ、いじめ防止に
向けた組織的な対応の充実を図る。市のいじめ防止対策基本方針の策定とそれに伴う学校いじめ防止基本方針
の策定について指導する。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　学校いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止に係わる組織の活用を図る。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」の事務事業として継続する。

2222 　「いじめ問題」への組織的な対応の充実　「いじめ問題」への組織的な対応の充実　「いじめ問題」への組織的な対応の充実　「いじめ問題」への組織的な対応の充実 指導室

事業の概要
　いじめ、暴力行為、不登校などへの対応として、「いじめ防止」への組織的な対応について協議し、必要に応じて
研修を実施するなど組織的な対応の充実を図る。

3333 　学校へのスクール・カウンセラーの配置及び学校における教育相談体制等の充実　学校へのスクール・カウンセラーの配置及び学校における教育相談体制等の充実　学校へのスクール・カウンセラーの配置及び学校における教育相談体制等の充実　学校へのスクール・カウンセラーの配置及び学校における教育相談体制等の充実 指導室

事業の概要
　児童・生徒の心理的な問題解決等に関して、高度な専門的知識や経験を有する臨床心理士をスクールカウンセ
ラーとして、全小・中学校に配置し、いじめ、不登校等の未然防止、改善及び解決を図るとともに、学校内の教育相
談体制等の充実を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 全小・中学校へのスクールカウンセラーの配置・活用

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　スクールカウンセラーを全小･中学校に配置した。
　各学校において、専門的立場から教職員や保護者に対する助言・援助、児童・生徒へのカウンセリングなど積極
的に相談活動を行い、いじめや不登校等の未然防止や改善・解決につなげることができた。
　また、教育相談担当者連絡会への出席回数を１回増やし、年３回、関係者が集まる機会を設定したことで、教育
相談所や子ども家庭支援センターなどとの連携を図った。
　学校内外の教育相談体制が整備され、学校経営上も役立った。

課　　題 　関係諸機関（教育相談所、適応指導教室、子ども家庭支援センター）等とのより一層の連携を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

IIII

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

【２５年度実施計画 】 適応指導教室の実施、在籍校連絡会の年３回実施

　不登校児童・生徒の学校への復帰に向けた指導・支援を行うため適応指導教室を実施した。　また、個々の児
童・生徒に関する関連諸機関（学校、適応指導教室、教育相談所、教育委員会）による連絡会を年３回実施し、連
携を強化するとともに対象児童・生徒の情報を共有し、計画的、組織的な登校支援の取組を行った。適応指導教室
の申し込みから入室までの流れを明確にするなど、児童・生徒・保護者と学校、適応指導教室がより一層連携を図
るための体制を強化した。
　平成２５年度在室者（体験含む）は２２名で、そのうち学校復帰者は３名、進学者は１０名、転居者１名で、
６３．６％の児童･生徒が適応指導教室を退室した。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

【２５年度実施計画 】 教育相談所の臨床心理士等専門職の増員及び連携体制の強化

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　１０月から臨床心理士の勤務時間を延長し、相談業務等に係わる時間を確保した。
　学校等との連携強化の結果、電話相談は昨年度より69回増加の217回、通所相談は51回減少の1255回であった
が、専門職による的確な指導・助言により、相談者のニーズに沿った教育相談活動を進めることができた。また、幼
稚園・保育園対象の巡回相談では、対象者が48人増加の238人となり、幼稚園・保育園と小学校の円滑な接続に
向けた就学前指導の充実を図ることができた。
　スクールカウンセラーと教育相談所との連携を図るために、教育相談担当者連絡会の内容を見直し、スクールカ
ウンセラーの出席を１回多く設定した。

5555 　適応指導教室（せせらぎ教室）の活用　適応指導教室（せせらぎ教室）の活用　適応指導教室（せせらぎ教室）の活用　適応指導教室（せせらぎ教室）の活用 指導室

事業の概要

4444 　教育相談所の充実　教育相談所の充実　教育相談所の充実　教育相談所の充実 指導室

事業の概要
　児童・生徒、保護者及び市民の教育に関する相談業務や指導・助言を行うため、教育相談所に相談員及び臨床
心理士等専門職を配置する。

取組状況

課　　題
　適応指導教室と学校との連携を通して、不登校児童･生徒のうち、関係機関に係っていない児童･生徒をさらに減
少させるとともに、学校復帰者を増加させる。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

課　　題 　相談員及び臨床心理士等の専門性の向上及び学校支援の充実

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」の事務事業として継続する。

　適応指導教室を活用して、不登校児童・生徒の学校への復帰に向けた指導・支援を行うとともに、適応指導教室
と学校や教育相談所等が連携を密にして、対象の子供に適した登校支援を計画的・組織的に行う。

取組状況

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」の事務事業として継続する。

【指導室】

　月１回「いじめについて考える日」を設定し、各学校の実態に即した取組を行ったことで、教職員をはじめ、児童・生
徒や保護者に、いじめ問題に関する意識が高まり、いじめ問題の解消に向けた具体的な取組を推進することができ
た。
　また、昨年１２月には、「いじめをなくそう」子ども会議を実施し、児童会・生徒会の代表がいじめ防止に向けて考える
ことができた。様々な取組の結果、毎年６月、１１月、２月に実施しているふれあい月間の調査において認知したいじ
めの件数に対する解消率が昨年度より高くなった。具体的には、平成２４年６月が６７％、１１月が７７％、平成２５年２
月が８９％だったのに対し、平成２５年６月は８８％、１１月は７９％、平成２６年２月は９０％と全調査において、平成２
５年度のいじめ解消率が上回っている。
  また、教育相談所と各学校のスクールカウンセラーが連絡を密に図り、学校と教育相談所、指導室が連携してケー
ス会議を開催するなど、学校を中心とした連携体制が強化できた。
　しかしながら、平成２５年度末の不登校の出現率は小学校で０．４６％、中学校で３．０２％であり、平成２４年度と比
較すると小・中学校ともに増加している。
　今後は、教育相談所や適応指導教室との連携や、今年度から全小中学校に配置になるスクールカウンセラーの有
効活用を通して、各学校の状況に即した教育相談体制を整え、いじめ不登校ゼロを目指した取組を充実させていく必
要がある。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 －－－－

ⅢⅢⅢⅢ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

　人権教育の推進　人権教育の推進　人権教育の推進　人権教育の推進 基本施策 ２　 基本施策 ２　 基本施策 ２　 基本施策 ２　

6666 　人権教育の推進及び啓発　　人権教育の推進及び啓発　　人権教育の推進及び啓発　　人権教育の推進及び啓発　 指導室

課　　題 　人権教育推進委員が研修を重ね、深めた理解をより多くの教員に周知するための手立てを検討する。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　南秋留小学校での人権尊重教育推進校の取組を充実させ、その取組内容や効果等を人権教育推進委
員会で周知し、各校へ広げる。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「豊かな人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

事業の概要

　人権教育総合推進地域事業で培った人権教育の基盤づくりを進めるため、学校・家庭・地域が連携し人権意識を
育てる活動を推進する。
　また、人権教育推進委員会において、人権教育の推進に向けた研修や啓発を行い、各学校の実践について情報
交換することで、学校を中心とした人権教育の推進を図る。
　平成２２年度東京都教育委員会指定「人権尊重教育推進校」であった多西小の取組を市内全体へ広げていく。

取組状況

【２５年度実施計画 】 「人権教育推進委員会の実施」を計画どおり継続実施する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　人権教育推進委員会を年２回開催し、各校の人権教育推進に向けた研修や啓発を行った。
　また、他市町村と共催でブロック連絡会を年間３回行い、各校の人権教育推進委員が他市町村における取組を
学び、意見交換を行う機会を設けるとともに、人権尊重教育推進校の発表会に参加し、人権尊重教育に対する具
体的な手立てについての理解を深めることができた。

7777 　男女平等に基づいた社会教育活動等の推進　男女平等に基づいた社会教育活動等の推進　男女平等に基づいた社会教育活動等の推進　男女平等に基づいた社会教育活動等の推進 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　社会教育活動等の事業を実施するに当たり、男女共同参画の視点を踏まえて取り組む。

取組状況

【２５年度実施計画 】 男女共同参画の視点を踏まえた事業の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　平成２５年度に業務の所管が変更になったため、事業の実施なし

課　　題 －

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　平成２５年度に業務の所管が変更になったため、事業を廃止

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　人権教育推進委員会において、各学校における人権教育推進上の課題について共通理解を深めるなど、人権教
育を推進した。各校において、人権教育推進委員会での研修及び協議内容や人権尊重教育推進校の実践成果を各
学校の人権教育に関する取組に生かしていくことが課題である。
　次年度は、人権尊重教育推進校の指定を受けた南秋留小学校の研究を充実させ、その成果を資料として全校へ発
行するとともに、校長会、副校長会、道徳主任会等で広めることを通して、市全体の人権教育の充実を図る。

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　本事業は平成２５年度から企画政策課に移管した。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

事業の概要

　学校、家庭、地域が連携して子供たちの豊かな心をはぐくむことを目的として、道徳授業地区公開講座を開催す
る。
　小中学校における道徳授業を公開するとともに、授業終了後には、テーマに基づいた意見交換会や講師等を招
へいした講演会等を実施し、道徳授業地区公開講座の充実を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 全学級での実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市内全校全学級において、日程や時程の工夫を行い、道徳授業地区公開講座を実施した。授業公開後には、保
護者や地域住民を交えた意見交換会を実施し、学校における道徳教育の理解を図るとともに、保護者・地域ととも
に道徳教育について考える機会をもった。

 基本施策 ３　 基本施策 ３　 基本施策 ３　 基本施策 ３　 　心の教育の推進　心の教育の推進　心の教育の推進　心の教育の推進

8888 　道徳授業地区公開講座の充実　　　　　道徳授業地区公開講座の充実　　　　　道徳授業地区公開講座の充実　　　　　道徳授業地区公開講座の充実　　　　 指導室

課　　題
　各校で日程や時程の工夫を行ってきた結果、授業公開には多くの参観者を集めることができたが、意見交換会
への参加者数は少なかった。意見交換会の内容をさらに工夫し、多くの参加者が集まるようにする。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「豊かな人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

9999 　道徳教育の推進　道徳教育の推進　道徳教育の推進　道徳教育の推進 指導室

課　　題
　文部科学省作成の「私たちの道徳」と「東京都道徳教育教材集」を公立学校全児童・生徒に配布した。従来の教
材とあわせ、効果的な活用の方法を検討する。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「豊かな人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

　道徳教育を意図的・計画的に推進するために、各校の全体計画や年間指導計画の見直しを図り、心の教育を推進
する体制を強化した。
　各校の道徳授業地区公開講座における意見交換会を充実させることにより、より多くの参加者の下、道徳教育の理
解・啓発を図っていくことが課題である。
　今後は、副校長会や道徳主任会等を通して、各校の取組や他区市の優れた取組事例を紹介するとともに、各学校
の保護者・地域のニーズを把握するなどして、意見交換会の内容をさらに工夫していく必要がある。

【指導室】

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

事業の概要 　道徳教育推進のための連絡、情報交換及び協議を実施するために、道徳主任会を実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 道徳主任会の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　年間２回の道徳主任会を実施し、各校の道徳教育における成果と課題を協議・情報交換するとともに、各校の全
体計画や年間指導計画の見直しを行った。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

事業の概要
　各中学校の２年生を中心に、事業所、福祉施設、公共団体等へ行き、連続３日間（１８時間）の職場体験学習を実
施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 職場体験学習の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　社会人として必要な挨拶、基本的な社会のルール、公共の場でのマナー等について事前学習等を行い、　あきる
野市内を中心とした事業所で３日間の職場体験学習を行った。
　生徒にとっては、挨拶や礼儀作法の重要性を再確認するとともに、将来について、考える機会となった。

 基本施策 ４　 基本施策 ４　 基本施策 ４　 基本施策 ４　 　社会貢献の心を育てる教育の推進　社会貢献の心を育てる教育の推進　社会貢献の心を育てる教育の推進　社会貢献の心を育てる教育の推進

10101010 　キャリア教育（職場体験学習等）の推進　キャリア教育（職場体験学習等）の推進　キャリア教育（職場体験学習等）の推進　キャリア教育（職場体験学習等）の推進 指導室

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　社会教育委員による、社会教育関係団体登録や社会教育行政課題に対する意見交換を行い、「大人子ども全て
が輝くまちづくり」という提言書を市に提出した。
　また、青少年問題協議会、青少年委員、青少年健全育成地区委員会とともに、あいさつ標語カルタ大会、中学生
の主張大会、などの青少年対策事業を実施し、青少年と地域の大人たちがふれあい、共に活動することができる
場を提供して、地域・家庭の教育力向上のための啓発を行った。
　あいさつ標語カルタ大会は参加者171人、中学生の主張大会は応募者1,564人・発表者14名・来場者428人を得る
ことができた。いずれも盛大に開催することができ、意識啓発の場とすることができた。特に、中学生の主張大会で
は、平成２４年度から青少年健全育成関係団体に審査員として協力いただく手法を採用しており、今年度は前年度
よりも更に多くの来場者を得ることができた。なお、青少年音楽の祭典は大雪の影響で中止した。

課　　題 　キャリア教育（職場体験学習等）の地域等への一層の理解推進を図る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　職場体験に携わった事業所を広報等で紹介し、職場体験の取組を市内へ広める。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「豊かな人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

11111111 　地域教育力活性化の推進　地域教育力活性化の推進　地域教育力活性化の推進　地域教育力活性化の推進 生涯学習スポーツ課

課　　題
　中学生の主張大会については、来場者は増えたが、同世代である中学生が少ないのが課題であり、更なるPRを
図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。　

事業の概要
　社会教育委員の会議や青少年委員等において、「おとなが手本のあきる野市」の具体的な取組の検討を通して、
地域教育力の向上を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 取組の検討・実施

12121212 　地域の青少年体験活動への支援　　地域の青少年体験活動への支援　　地域の青少年体験活動への支援　　地域の青少年体験活動への支援　 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　ＰＴＡ、青少健、放課後子ども教室等が行なう青少年体験活動における指導者の紹介及び助言を行うとともに活
動の機会の充実に努める。

取組状況

【２５年度実施計画 】 指導者の紹介及び助言

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　ＰＴＡや子ども会、サークル活動、放課後子ども教室等に対し、青少年活動の指導者として、「生涯学習人材バン
ク」より手作り工作やレクリエーション、自然観察教室等の指導者を紹介した。
　また、飯ごう炊さんやテント張りなど、青少年の野外活動支援として、キャンプ用品(飯ごう、鍋、テント)の貸出しを
行った。
　お楽しみ会や学習会等、地域の団体が希望する目的や内容にあった指導者を紹介することができた。

課　　題 　依頼件数が少ないため、より多くの団体に活用してもらえるよう、ＰＲを強化する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「青少年健全育成の推進」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

取組状況

【２５年度実施計画 】 中・高校生の職場体験受け入れ、図書館司書実習の受け入れ

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　授業の一環で行う職業体験では、受け入れの依頼があった中学校3校の受け入れを実施し、11名が参加した。
　高校生、大学生のインターンシップ活動については、社会福祉協議会主催の「夏！体験ボランティアinあきる野」
に参加し、夏休み期間に高校生、大学生の希望者を受入れ、延べ84名の参加があった。活動効果を高めるため、
活動プログラムを工夫しながら実施した。
　活動後のアンケートでは、今回の経験を生かして働くときに役立てたいという声や、図書館の仕事に対する理解
が得られたという声が多数あり、働くことへの厳しさや楽しさ、将来への展望が綴られており、働くことへの関心を深
めることができた。

課　　題
　短期の活動では、活動するための説明に時間を要するため、働く意義を深める効果が充分に得られない場合が
ある。短期間の受け入れプログラムを検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第二次）の基本施策「豊かな人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

13131313 　図書館インターンシップ事業の充実　図書館インターンシップ事業の充実　図書館インターンシップ事業の充実　図書館インターンシップ事業の充実 図書館

事業の概要
　職業体験（インターンシップ）を希望する市内在住在学の中学生・高校生・大学生を積極的に受け入れ、インター
ンシップ事業を実施する。

14141414 　成人式の実施　成人式の実施　成人式の実施　成人式の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　次代を担う成人となる２０歳の市民を対象に、祝い励まし、一人の大人として認め、社会の仲間として迎え入れる
とともに市政への関心と理解を促す機会として、成人式を実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　成人となる市民を対象に、成人を祝い、自覚を促すことを目的に成人式を開催した。
　成人式はキララホールで式典を実施し、ルピアホールでおしゃべり広場を実施した。また小・中学校時代の恩師
からのメッセージ集を記念品として配布した。
　成人対象者の約７７％が出席し、大きな混乱もなくスムーズに開催できた。また、おしゃべり広場も２０９人の来場
があり、軽食をとりながら再会を喜ぶ成人者で賑わい、交流の場を提供することができた。
　また、今年から聴覚障がい者のために手話の通訳を実施し、式典内容の充実を図った。

成人式の実施

課　　題 　毎年出席者が、７割程度にとどまっているため、さらに、出席率の向上を図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「青少年健全育成の推進」の事務事業として継続する。
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　社会教育委員の会議を６回開催し、その中において、子供たちの健全育成をテーマに意見交換が活発に行われ、
小中学生の保護者や教員、高校生を対象に、子供の生活と環境に関するアンケート調査を実施した。その結果を基
に検討が行われ、市に対して「大人・子どもの全てが輝くまちづくり」と題する提言がなされた。
　青少年音楽の祭典については今年度は大雪により中止となったが、あいさつ標語カルタ大会は例年通り数多くの参
加者を得られており、地域の大人と青少年が共に活動し、ふれあう場を提供することができており、今後も継続して開
催する。
　中学生の主張大会は、平成２４年度から青少年健全育成関係団体や人権団体等に審査員として参加いただく手法
を導入しており、このことによって多くの来場者の確保に繋げられた。中学生の考えや地域の人びととの関わりなどに
ついて、多くの人びとに知って頂く機会とすることができている。今後はPRを強化し、更なる集客を図る。
　青少年の体験活動の支援としての「生涯学習支援者バンク」の活用については、これまでの登録条件を個人だけで
なく団体にも広げて制度の拡充を図り、「生涯学習人材バンク」と名称を改めた。しかし、支援を求められるジャンルに
偏りがあることや、登録者の新規確保がなお課題となっており、この事業の更なるPRを図る必要がある。
　成人式は平成２４年度から案内状を封書からハガキに変更するなど、効率的な執行を図ることができている。あきる
野ルピアに設けているおしゃべり広場は好評で、成人者に落ち着いた交流の場を提供するとともに、主催者側の大人
との交流も図ることができているが、今後は更に多くの成人者にも利用してもらうようにPRを図る。

　職場体験学習を中心としたキャリア教育の推進を通して、職業の内容や労働によって社会に貢献することの重要性
について理解を深めるとともに、挨拶や礼儀作法を身に付けて、社会生活の中で生かす生徒が増えるなど、望ましい
勤労観や職業観を育てる教育を推進することができた。
　職場体験学習を含めたキャリア教育に関して、地域や関係機関により一層の理解推進を図ることが課題である。
　今後は、商工会などの関係機関への協力依頼や、「一房のぶどう」等による取組の紹介を通して、キャリア教育に
対する理解・啓発を推進する必要がある。

【図書館】

　中学生の職場体験、高校生、大学生の体験ボランティア受け入れ事業を通して、「働くこと」の意義を深めるととも
に、社会に貢献する心の育成に貢献した。
　社会福祉協議会主催の「夏！体験ボランティアinあきる野」からの参加者には、１日のみの体験者もあることから、
効果的に事業の成果を上げるためには、上記課題の短期プログラムの用意もあるが、最低稼働日数の制限を設け
た受け入れ方法を導入することで効果が期待できる。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ----

ⅢⅢⅢⅢ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

　各校で各教科や総合的な学習の時間と関連させて環境教育を位置付け、あきる野の自然や地域の人材を活用
した取組を推進した。特に小学校では全校で小宮自然体験学校を積極的に活用し、自然体験活動の充実を図っ
た。
　さらに、市小教研理科部で、夏季休業中に小宮自然体験学校を利用した研修を実施し、自然環境を生かした活
動について検討した。

 基本施策 ５　 基本施策 ５　 基本施策 ５　 基本施策 ５　 　環境教育の推進　　環境教育の推進　　環境教育の推進　　環境教育の推進　 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

15151515 　豊かな自然環境を生かした教育の推進　豊かな自然環境を生かした教育の推進　豊かな自然環境を生かした教育の推進　豊かな自然環境を生かした教育の推進 指導室

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題
　現在は社会科や総合的な学習の時間に位置付けた活動を中心に実施されている。今後は市教研理科部と連携
して自然環境を生かした多様な活動をさらに開発する。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「豊な人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

事業の概要 　総合的な学習の時間等を活用して、農業体験等地域の教育資源を活用した教育活動を推進する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 教育資源を活用した教育活動の実施

16161616 　家庭での省エネチャレンジの実施　家庭での省エネチャレンジの実施　家庭での省エネチャレンジの実施　家庭での省エネチャレンジの実施 指導室

事業の概要
　東京都教育委員会の「ＣＯ２削減アクション月間」を中心に、全児童・生徒による家庭における環境に配慮した行
動の実践に取り組む。

取組状況

【２５年度実施計画 】 「ＣＯ２削減アクション月間」の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　東京都教育委員会の「CO２削減アクション月間」が平成２４年度で終了したため、実施していない。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即した取組の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各校において児童・生徒を中心にしたアルミ缶回収やペットボトルキャップの回収、ゴミの分別、使用していない教
室の消灯などの取組が展開されるようになった。

課　　題 　今後の施策については、環境月間での取組に移行する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　東京都教育委員会による本事業が終了したため、次年度は実施しない。

課　　題 　各校の主体的な活動を、今後も継続的に支援する。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「豊な人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

17171717 　環境月間の設定（６月）　環境月間の設定（６月）　環境月間の設定（６月）　環境月間の設定（６月） 指導室

事業の概要
　東京都教育委員会「ＣＯ２削減アクション月間」に関連して、６月を環境月間に位置付け、各教科等で環境教育を
推進する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　各小学校が小宮自然体験学校を拠点として、小宮地区を活用した自然体験学習を実施する体制を定着させるとと
もに、各小中学校で、社会科や総合的な時間での学習や児童会・生徒会を生かした環境に配慮した活動に取組な
ど、環境教育を推進することができた。
　東京都の「ＣＯ２削減アクション月間」の取組の終了を受けて、環境月間を中心に環境に配慮した行動について具体
的な目標を立てさせ、達成状況を評価するような取組を充実させていく。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

18181818 　伝統・文化理解教育の充実　　伝統・文化理解教育の充実　　伝統・文化理解教育の充実　　伝統・文化理解教育の充実　 指導室

事業の概要
　各学校において、日本の伝統・文化理解推進担当を指名し、各学校の実態に応じて、地域と連携した伝統・文化
理解教育の充実を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 日本の伝統・文化理解推進担当者の指名、推進委員会の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題 　文化庁の補助制度をより多くの団体にも活用してもらえるよう、PRを図っていく必要がある。

　日本の伝統・文化理解教育推進担当を各校において指名した。平成２５年度は４回の推進委員会を開催し、互い
の取組について情報を交換とまとめを行った。
　各校がそれぞれで取り組んできた内容について紙面やプレゼンテーションソフトを活用し、全１６校が互いに紹介
し合うことで、次年度の活動の充実に向けた手がかりを各校が得ることができた。

 基本施策 ６　 基本施策 ６　 基本施策 ６　 基本施策 ６　 　伝統文化理解教育の推進　　伝統文化理解教育の推進　　伝統文化理解教育の推進　　伝統文化理解教育の推進　

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　文化庁が実施する「伝統文化親子体験教室事業」のＰＲし、参加の呼びかけを行った。また、この事業の対象とし
て認定された市内団体であるあきる野市装道和装礼法子ども教室実行委員会による「伝統文化こども教室」の後
援をし、市立小学校や市内施設へのチラシ配布等の支援を行った。

課　　題 　日本の伝統・文化推進委員会における情報交換の場を充実させる。

　地域の団体が実施する子供の伝統文化体験事業に協力し、市内の青少年に対する伝統文化活動を行う団体に
対する情報提供とその取組への支援を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 子供等が参加する伝統文化団体の活動を後援する。

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進」の事務
事業として継続する。

19191919 　子供の伝統文化体験事業への支援　　子供の伝統文化体験事業への支援　　子供の伝統文化体験事業への支援　　子供の伝統文化体験事業への支援　 　生涯学習スポーツ課

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　日本の伝統・文化理解推進委員会において、各校がそれぞれに取り組んできた内容について互いに紹介し合うこと
で、次年度の活動の充実に向けて参考にできるようにし、市全体の伝統文化理解教育を推進することができた。
　今後も各学校の工夫した取組を紹介し合う機会を設定するとともに、他区市の実践事例を情報提供し、各校の活動
を充実させていく。

【指導室】

【生涯学習スポーツ課：文化財】

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

事業の概要

　あきる野市装道和装礼法子ども教室実行委員会による「伝統文化子ども教室」の後援や、市立小学校や市内施設
へのチラシ配布等の支援を行うことにより、この実行委員会による事業の円滑な推進が図ることができ、子供に対し
て伝統文化の体験機会を提供することができた。今後もこの補助制度のPRと事業の支援を進める。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 ７　 基本施策 ７　 基本施策 ７　 基本施策 ７　 　子ども読書活動の推進　子ども読書活動の推進　子ども読書活動の推進　子ども読書活動の推進 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

20202020 　学校図書館の充実　学校図書館の充実　学校図書館の充実　学校図書館の充実 教育総務課・指導室

事業の概要 　豊かな感性の育成や読解力の向上を目指し、小・中学校の学校図書館の図書の充実と、活動の推進を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 図書の整備、図書館補助員の配置

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

   各小・中学校から図書整備計画に基づき要望された図書購入費等を予算配当することにより、各学校で必要な
図書を購入すると共に、修理不能となった図書については廃棄を行った。
   また、国の定める「学校図書館図書標準」の基準冊数に達していない学校については、閉校となった戸倉小学校
及び小宮小学校の図書の活用を図り、蔵書数の増加に努めた。
  学校図書館関係者連絡会、子ども読書活動推進連絡会の活動を通して、効果的な利用方法や読書活動の推進
方法について協議を行った。
　さらに、毎年、市独自にアンケート調査を行うことで各校の読書活動の状況を把握するとともに、経年比較し、学
校図書館の利用状況やかかえる課題及び解決方法等を共通理解することができた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 「第2次計画」の推進及び進行管理を行う。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　子ども読書活動推進連絡会を新たに組織し、２回（１１月と２月に実施）の会議を開催して、関連部署の情報交換
を行うとともに、各部署の進捗状況の確認を行った。
　４月１７日から６月９日までの期間を「本って楽しいな」子ども読書の日推進事業期間とし、絵本の原画展や人形
劇、おはなし会、工作教室などを実施した。

課　　題

　「学校図書館図書標準」の基準冊数を満たしていない学校が、小学校で２／１０校、中学校で４／６校ある。
　図書室の蔵書スペースの確保にも課題はあるが、図書活動の充実を図るため、全校で基準冊数を満たす必要が
ある。
　図書室の容量に課題もあるが、図書活動充実の一環として全校の蔵書率達成を図る。
　小学校高学年から中学校にかけて読書量が減少することが、調査から明らかになった。小学校高学年以上の児
童・生徒の読書啓発に向けた具体策の検討が必要である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「子ども読書活動の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　子ども読書活動推進連絡会の内容を充実させ連携の強化を図る。また、市民に向けた情報発信等の事業を実施
する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）の基本施策「子ども読書活動の推進」の事務事業として継続する。

21212121 　第２次子ども読書活動推進計画の策定　第２次子ども読書活動推進計画の策定　第２次子ども読書活動推進計画の策定　第２次子ども読書活動推進計画の策定 図書館

事業の概要

　平成２５年３月「第二次あきる野市子ども読書推進計画」が策定されたことに伴い、重点事業が乳幼児期や子育
て支援の取組から、未読者率の高くなる小学校高学年から中高生の読書活動の推進に移行したことに伴い、新た
な事業の実施と進捗状況の管理をする。
　また、継続して子どもの読書に関わる部署との情報の共有及び連携を深め、子どもの読書環境の整備を進めて
いく。

22222222 　子ども読書活動推進事業の充実　子ども読書活動推進事業の充実　子ども読書活動推進事業の充実　子ども読書活動推進事業の充実 図書館

事業の概要
　「あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき各種事業を開催するとともに、関係者・関係機関との連携強化を
図り、子供が言葉を学び、表現力を高め、創造力を豊かにし、生きる力を身につけていくために必要な読書活動を
推進する。

取組状況

【２５年度実施計画 】
各種講座・おはなし会等の実施、パンフレット等による周知活動の実施、図書館ホームペー
ジによる情報発信

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　読書へのきっかけ作りとして、親子で楽しめるおはなし会(合計1242人参加)、わらべうた（合計４８４人参加）、原
画展、人形劇（合計７５人参加）、映画会(合計７２人参加)等を実施した。
　季節や読書週間に合わせたリストを年３回作成し、市立保育園・小学校全児童に約２，４００部配布した。また、こ
れに合わせてリストにある図書の展示コーナーを図書館内に設けて紹介するとともに貸出を実施した。　中学生・
高校生（ヤングアダルト）向けの読書リストを作成し、市立中学校７校の生徒に約２，３００部配布した。
　図書館ホームページの児童サービスのページは、連携している各課と活動内容や事業予定の修正サイクルにつ
いて調整し、今後は新しい情報が提供できるよう、毎年度更新することとした。

課　　題 　図書館ホームページの児童サービスのページの更新や新たな情報発信などを計画的に行う体制作り

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）の基本施策「子ども読書活動の推進」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

　 ブックスタート等の事業の実施や、関係機関との連携・協力により、乳幼児から絵本に親しむ子どもの読書環境
の整備が進んでいる。
　母子保健係と協力し、３～４か月健診時に絵本とパンフレットなどのセットをプレゼントするブックスタート事業、妊
娠期のハッピークラブ事業の実施、また、子ども家庭センターとの協力による子育て講座など、乳幼児から絵本を
通じた親子のふれあいや読み聞かせの大切さを伝える事業を実施した。
　ブックスタート：２４回実施、ブックスタートパック６１３セット配布
　ハッピーベビークラブ：８回、延べ１８４人参加
　子育て講座：６回実施、延べ１０２人参加
　保育園を対象に団体貸出を行った。また、園児の来館に合わせて、絵本の読み聞かせを行う「絵本の広場」や映
画会を実施した。
　団体貸出：５団体、延べ７６１冊、絵本の広場：３回、延べ６１人、映画会：１回、８人
　また、乳幼児から親子で参加できる行事を実施し、言葉や絵本に親しむ機会を提供した。
　わらべうたのじかん：２７回、延べ４８４人、ひよこのおはなし会：２６回、延べ２９９人
　そのほか、子ども読書活動関係者連絡会を２回開催し、情報交換を行った。

　教育基本計画（第２次計画）の基本施策「子ども読書活動の推進」の事務事業として継続する。

23232323 　子育て支援事業（図書館）の推進　子育て支援事業（図書館）の推進　子育て支援事業（図書館）の推進　子育て支援事業（図書館）の推進 図書館

事業の概要
　「あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、乳幼児から絵本に親しめるよう、ブックスタート事業、子育て講
座をはじめ各種事業を実施するとともに、子ども読書活動推進連絡会を開催して関係者・関係機関の連携強化を
図り、子供が成長する上で望ましい読書環境になるよう支援する。

取組状況

【２５年度実施計画 】
ブックスタート事業の実施、子育て講座の支援、団体貸出の実施、よみきかせ等事業の実
施、推進連絡会の開催

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【教育総務課】

　学校図書については、修理不能の図書の廃棄、計画に基づいた図書の購入、また、基準冊数に達していない小学
校については、閉校となった戸倉小学校、小宮小学校の図書の活用を図り、蔵書数の増加に努めるなど図書整備を
実施することができた。
　しかし、基準冊数に達していない学校があるため、必要に応じた蔵書スペースの確保を進めながら、図書購入費の
獲得に努めるとともに、年次計画に基づき整備を進めていく。

【指導室】

課　　題
　親子で来館しやすい雰囲気作りと子育て関係の資料の配架変更について検討。
　幼稚園・保育園との連携強化。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　各学校において、図書館補助員を活用して、児童･生徒の読書活動の充実や学校図書館の環境整備を推進するこ
とができた。
　小学校高学年以上の児童・生徒の読書量を増やすことが課題である。
　今後は、学校図書館活用推進委員会等において、読書活動についての協議を深めるとともに、各教科等で学校図
書館を活用した取組や学校図書館の環境整備等について情報交換を行ったり、市独自のアンケート結果を基に研修
したりして、児童･生徒の読書活動を推進していく。

【図書館】

　平成２５年３月に第二次あきる野市子ども読書活動推進計画が策定されたことに伴い、第一次で重点課題であった
ブックスタート事業やハッピーベビークラブ等、乳幼児期からの取組の継続に加え、新たに未読者率の高まる中学
生・高校生（ヤングアダルト）への取組が課題となった。このため、乳幼児への取組は、これまで評価の高かった事業
を継続実施するとともに、中学生・高校生向けの読書リストの作成や、ヤングアダルトコーナーの新設など、新たな事
業展開を開始している。
　乳幼児への取組は、安定した成果を上げているが、中学生・高校生における事業の評価は、第二次計画の１年目
であり、今後の取組の継続・充実を待つものと考えている。
　図書館ホームページによる情報の発信や、関連部署との連携の強化を図りながら、拡大した課題への対応が求め
られている。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

　市立中学校から８人を海外へ派遣し、マールボロウ市に概ね10日間程度滞在し、ホームステイや学校体験を実
施した。事前研修の時間を増やし、派遣団内の交流時間を多くとることができた。
　マールボロウ市からもウィットコム・スクール生徒12人及び引率者4人が訪日し、市立中学校での学校体験やホー
ムステイ体験を実施した。台風の影響で教育委員会主催のパーティの中止や中学校の臨時休校によるアクシデン
トはあったものの中学生同士の交流はスムーズに行えた。
　あきる野市国際化推進青年の会やあきる野ホストファミリークラブ等市民団体から派遣団への随行、英語指導や
アドバイス等の協力、受け入れ時のサポートを得て、マールボロウ市との姉妹都市交流事業を実施した。

課　　題

 基本施策 ８　 基本施策 ８　 基本施策 ８　 基本施策 ８　 　国際理解教育の推進　国際理解教育の推進　国際理解教育の推進　国際理解教育の推進

24242424 　外国語指導員の活用　外国語指導員の活用　外国語指導員の活用　外国語指導員の活用 指導室

事業の概要
　学習指導要領に基づき、小学校５年生・６年生において年間３５時間の外国語活動を効果的に取り扱うために、
AET（外国人英語講師）を小学校へ３４５日間派遣する。中学校については、昨年同様、ＡＥＴ派遣を、２８８日間実
施する。

取組状況

課　　題 　職員が１名随行者として派遣に同行しているが、緊急時を考えると２名以上の随行者が必要である。

【２５年度実施計画 】 AETを小学校へ３４５日の派遣、中学校へ２８８日の派遣

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　計画通り実施でき、ＡＥＴの派遣により小学校外国語活動、中学校外国語ともに充実した学習が行われた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 教育交流事業の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進　姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進　姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進　姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　本事業を教育交流事業と位置付け、国際的視野をもつ人材の育成を図ることを目的に、マールボロウ市からウ
イットコム・スクールの生徒を受け入れ、滞在中、全中学校への体験入学や、各種交流事業などを通じて交流を図
る。
　また、マールボロウ市へ全中学校の生徒を派遣し、滞在中、ウイットコム・スクールの授業や各種交流事業などに
参加するなど交流を図る。

　各小学校において、５・６年生の全学級が３５時間、AETを活用した授業が実施できていないため、派遣方法を検討する。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　小学校においては、AETを各学級で３５時間活用できるように、時間単位での契約に変更する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進」の事務
事業として継続する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　小学校における外国語活動の充実に向けて、学校とＡＥＴの連絡調整日を設定するなど、ＡＥＴを有効活用した外国
語活動の充実を図ることができた。
　今後は、小学校におけるＡＥＴの配置方法を見直し、効果的に活用することを通して、英語により親しませる。また、
中学校では、英語を用いて自分の考えを伝える力をさらに伸ばしていく。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進」の事務
事業として継続する。

25252525

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　平成２５年度については、台風の影響による一部計画の変更はあったものの、ほぼ予定通りの実施ができ、国際的
視野をもった人材育成の場とすることができている。また、あきる野市国際化推進青年の会やあきる野ホストファミ
リークラブなどの市民団体と、派遣団への随行をはじめ、英語指導やアドバイス、受入時のサポート、報告会の共同
開催、実施報告書の共同製作などにおいて、連携を図りながら効果的な実施ができており、今後も継続して推進を図
る。
　派遣事業における随行職員は１名で実施しているが、緊急時における対応ができる態勢とはなっておらず、課題で
ある。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　授業改善推進プランをより活用できるように、簡潔で課題と改善策が明確になる様式に変更した。さらに、９月～
１０月にかけ、指導主事等による学校訪問を実施し、各学校の実態に応じたプランの作成、改善について指導・助
言を行い、内容のさらなる充実を図ることができた。
　また、指導室訪問の際には、全教員の学習指導案に授業改善推進プランの視点を加えさせ、その視点に基づく
指導・助言をとおして、各教員の指導力向上に努めた。

 基本施策 ９　 基本施策 ９　 基本施策 ９　 基本施策 ９　 　学力向上対策の強化　学力向上対策の強化　学力向上対策の強化　学力向上対策の強化 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

26262626 　授業改善推進プランの活用　授業改善推進プランの活用　授業改善推進プランの活用　授業改善推進プランの活用 指導室

課　　題
　指導主事の学校訪問を通じて、適切な推進プランの作成を支援するとともに、各学校で実践的に活用できる体制
を整える。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学力向上対策の強化」の事務事業として継続する。

事業の概要
　全国及び東京都における学力調査の結果や学校評価等から学力に関する課題を明らかにし、その課題の解決
に向けて授業改善推進プランを作成する。さらに、一年間を通して、授業改善推進プランに基づいて実施したことを
評価し、次年度の授業改善に生かしていく。

取組状況

【２５年度実施計画 】 推進プラン様式の改善、各学校の状況に即した推進プランの活用

27272727 　学力調査等の活用　　学力調査等の活用　　学力調査等の活用　　学力調査等の活用　 指導室

事業の概要
　23年度より改訂された「児童・生徒の学力向上を図る調査」等を各学校において実施し、その結果から学力の傾
向を明らかにするとともに、各学校の学力の状況に応じた様々な学力向上策を策定する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の状況に即した学力調査等の活用

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校の授業改善推進プランに学力調査結果を反映させるため、東京都、あきる野市、各学校の調査結果を比
較する一覧表を作成し、あきる野市全体の課題分析を行うとともに、各学校でも課題分析を行った。また、市全体
の学力向上を図るため、新たに学力向上委員会を設置し、各教科の課題解決に向けた授業改善案を作成し、全校
に発信した。
　また、基礎･基本の充実を図るために、平成２６年度より全校で補充の時間を設定する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 都の方針に即して実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　小学校１０校、中学校６校に少人数指導担当教員を配置し、算数・数学、英語について少人数での習熟度別指導
を行った。このことにより児童・生徒の個々の課題や進度に応じた学習をすすめることができた。

課　　題
　学力向上推進委員会及び都事業「学力向上パートナーシップ」の取組の充実を図り、児童・生徒の学力向上を図
る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　学力向上委員会において、補充の時間のドリルを作成し、さらなる学力向上を図る。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学力向上対策の強化」の事務事業として継続する。

課　　題 　習熟度に応じた授業の工夫・改善に努めるなど、組織的に指導の充実を図る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　平成２７年度から少人数指導が大きく変化するため、２６年度中に組織体制を整備していく。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学力向上対策の強化」の事務事業として継続する。

28282828 　指導法改善の推進（少人数指導）　指導法改善の推進（少人数指導）　指導法改善の推進（少人数指導）　指導法改善の推進（少人数指導） 指導室

事業の概要
　小・中学校に少人数指導担当教員を配置し、通常学級より少ない人数のグループ編成授業で、学習指導の充実
を図る。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

29292929 　教員補助員の配備　教員補助員の配備　教員補助員の配備　教員補助員の配備 指導室

事業の概要 　国語や算数・数学の補助を行うため、教員補助員を各学校に配置し、児童・生徒の学力の向上を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の状況に即した教員補助員の配置

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　児童・生徒の学力向上を目指して、各学校の実態に応じて教員補助員を配置し、各学校で有効活用した。また、
平成２４年度より、教員補助員の配置時数を増加したことで、２５年度は、児童・生徒のつまずきや習熟度に即して
個に応じた指導の充実をより図ることができた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 情報教育推進委員会の開催、ネット被害担当者連絡会の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　年間３回、情報教育推進委員会を開催し、各学校の活用状況や活用上の課題等について情報交換・協議を行っ
た。
　またネット被害担当者連絡会を実施し、事例に基づいた今日的な課題などの情報の共有を図るとともに、生活指
導主任会と情報教育連絡協議会との連携を図ることにより、情報モラル教育をすすめることができた。

課　　題 　補助員の専門性の向上及び組織的な活用の充実を図る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　より個に応じた指導を充実させるために、教員補助員の配置の仕方を見直す。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学力向上対策の強化」の事務事業として継続する。

課　　題 　具体的な取組事例を互いに紹介しあうことにより、各校における情報教育の内容をより一層充実させる。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学力向上対策の強化」の事務事業として継続する。

30303030 　パソコン活用教育の推進　パソコン活用教育の推進　パソコン活用教育の推進　パソコン活用教育の推進 指導室

事業の概要

　情報教育推進委員会において、各学校の情報教育に関する実践事例や校内研修会等の情報交換をもとに、各
学校の情報教育の充実を図る。
　また、教員の情報活用能力の向上を目指す講習会の実施及びネット被害担当者連絡会を中心に、インターネット
被害やその対応に関する連絡や情報交換を行う。

　教科学習や学級での読書に必要な資料の団体貸出、調べ学習・総合的な学習の時間における資料提供と資料
調査の支援事業を推進するとともに、学校図書館関係者連絡会の開催を通じて図書館と学校図書館及び各学校
図書館間の協力・連携の強化を図るなど、学校支援の充実を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】
図書館ガイダンスの実施、団体貸出の実施、学校図書館連絡会の開催、調べもの学習、総
合的な学習支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　未読者率の高い小学校高学年から中高生の読書活動推進につなげる試みとして、学校図書館連絡会及び学校
図書館活用推進委員会の研修講演会で、小学校高学年から中学生向けの本の選書、図書室のレイアウトについ
ての研修講演会を行った。
　また、市内の学校図書室の見学では、生徒一人当たりの貸出冊数が多い御堂中学校図書室の見学を実施し、同
時に担当者間の情報交換・情報の共有を行い、学校図書館運営の充実を図った。
　更に、継続的事業として子どもたちが自主的に読書活動が出来るよう、あきる野市内の小学校１学年２６クラス、
７５８人を対象に図書館ガイダンスを実施するとともに、子どもたちの身近に本を配置することにより読書を推進す
るため、団体貸出を１３クラスに１，２９６冊の貸出を実施した。
　児童・生徒の調べ学習、総合的な学習に対する資料の提供として市内の小中学校へ「日光」「日本人と外国人」
等１８件のテーマ、１，０７３冊の資料を提供し支援し、読書環境の充実を図った。

課　　題
　事前の調整が不十分であったり、教師が制度自体を知らないなど、総合的な学習の時間の支援、団体貸出が効
果的に行えていないケースもあるため、改めて周知・説明する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）の基本施策「子ども読書活動の推進」の事務事業として継続する。

31313131 　図書館による学校支援事業の充実　　図書館による学校支援事業の充実　　図書館による学校支援事業の充実　　図書館による学校支援事業の充実　 図書館

事業の概要
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　授業改善推進プランに関する学校訪問を実施したことで、プランの作成・活用の重要性についての教員の意識を高
めるとともに、各学校の状況に即してプランの見直しを図ることができた。また、学力向上委員会を設置し、あきる野
市全体の課題分析を行い、各教科における課題と授業改善ポイントをまとめて、指導案を作成することができた。
　今後は、学力向上委員会において、補充学習の在り方や使用するドリル等を作成し、補充の時間の充実を図ってい
く。
　教員補助員については、小･中の配置方法を検討し、より実態に応じた配置をする。
　パソコン活用教育については、情報教育推進連絡会及びネット被害担当者連絡会の充実を図り、児童･生徒の情報
モラル向上を図る。

【図書館】

　基礎的な学力の定着、向上に欠かせない「読解力」の向上を図るため、学級への団体貸出や教科学習、調べ学習
などにおける資料の提供を行っている。また、学校図書館関係者連絡会・研修会などの機会を通じて、子供の読書環
境の整備に係る担当者の情報交換、連携を密にし、地道ではあるが学校の読書環境の向上支援に取り組んでいる。
　子供の頃からの読み聞かせや読書は、学力の向上につながっていることが立証されていることから、これらの活動
により、学校を支援するとともに、学力の向上に寄与している。
　第二次あきる野市子ども読書活動推進計画の策定に伴い、未読者率の高い小学校高学年から中高生の読書活動
推進が新たな課題となっている。このため、学校との連携を深め、さらに取組を強化していく必要が生じている。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

事業の概要
　各学校の代表者１名ずつによる「体力向上委員会」を設置し、調査方法の周知及び結果の活用について検討す
る。

取組状況

【２５年度実施計画 】

　東京都の平均記録との比較の結果、俊敏性や柔軟性に課題があることが明らかとなった。今後も課題克服に向
けた指導方法を開発していく。

 基本施策 １０ 基本施策 １０ 基本施策 １０ 基本施策 １０ 　体力向上に向けた取組　体力向上に向けた取組　体力向上に向けた取組　体力向上に向けた取組

32323232 　体力調査の活用　体力調査の活用　体力調査の活用　体力調査の活用 指導室

　スポーツ教育の推進　スポーツ教育の推進　スポーツ教育の推進　スポーツ教育の推進

体力向上委員会の設置、一校一取組の普及

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　年間３回、体力向上委員会を実施し、「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の実施方法に
ついての検討や調査結果の分析に基づいた協議を行い、次年度調査の計画へ生かした。調査結果については、
東京都の平均記録と比較することにより、本市の児童・生徒の体力の現状を客観的に把握した。また、中学校の実
践を紹介することで、小学校での体力向上の方法を考える機会にもなった。
　各校では調査結果を踏まえた「一校一取組」を実施し、委員会で成果を報告し合った。

取組状況

【２５年度実施計画 】 スポーツ教育推進校２校の指定、推進校の取組の周知・徹底

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　西秋留小学校、秋多中学校の２校が指定を受け、成果について体力向上委員会を中心に共有化し、各校の「一
校一取組」等に生かした。
　また東京都から配布された「いろいろなスポーツ」（小学校）、「スポーツの起源と発展」（中学校）等を活用し、ス
ポーツの歴史やその魅力について各校で理解を深めた。

課　　題

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。

課　　題 　スポーツ教育推進校の成果を各学校に広めていくとともに、全市的な体力向上に関する課題に取り組んでいく。

指導室

事業の概要

　児童・生徒の健康増進や体力向上を図るとともに、国民体育大会やオリンピックをはじめとする国内及び国際的
なスポーツ大会などの意義と国際親善や世界平和に果たす役割を正しく理解し、積極的に運動に親しむことができ
るよう、スポーツ教育を推進する。
　また、毎年、スポーツ推進校として小学校１校、中学校１校程度を指定し、その取組の成果を各学校に広める。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　体力向上委員会において、より効率的な体力調査の実施方法について明らかにするとともに、各学校の「一校一取
組」を紹介し合い、自校の取組に生かすなど、スポーツ教育を推進することができた。課題は、児童・生徒の運動能力
や体力の課題に即した取組を推進していくことである。
　今後は、オリンピック教育推進校の指定を受け、その実践の成果を他校に広めていく。また、体力向上委員会にお
いて、体力向上に関する全市的な課題について、小中一貫教育の観点から、中学校区ごとに体力向上策について協
議し、各校で実践していく。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　平成２６年度からはオリンピック教育推進校となるため、オリンピックと関連した取組を行う。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。

33333333
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 １１　 基本施策 １１　 基本施策 １１　 基本施策 １１　 　食に関する教育の推進　　　食に関する教育の推進　　　食に関する教育の推進　　　食に関する教育の推進　　

34343434 　学校における食育の推進　　学校における食育の推進　　学校における食育の推進　　学校における食育の推進　 指導室

事業の概要
　食育リーダー連絡会を実施し、食育にかかわる取組の情報交換を行うとともに、その会での協議を受けて、各学
校では、その実態に応じた食に関する指導を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 食育リーダー連絡会の３回実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　栄養教諭を中心に、年間３回実施した食育リーダー連絡会を通して、食育に関する取組の情報交換や研修を実
施した。また、各校において給食センターと連携した食育指導を実施した。
　さらに保健主任会においても食育に関する講演会を行い、多方面から食育を推進した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 栄養教諭の専門性を生かした指導（事後指導を含む）の充実を図る。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　栄養教諭が配備されて２年目となり、多西小学校については、年間食育指導計画に基づき全学年を対象に取り
組んだ。また、食育リーダー会議での指導を受けて、屋城小、東秋留小、一の谷小、五日市小、五日市中、増戸中
で食に関する授業の取り組みができた。
　食育事業実施状況は、小学校７校、中学校が３校で、延べ９８回実施した。　地場産野菜納品品目は１７品目、８
９３０ｋｇ＋とうもろこし２，１２０本となり、秋川、五日市両ファーマーズセンターから納入できた。給食センター全体の
総使用回数は５８回であった。

課　　題
　積極的に食育に取り組んでいる教員もいるが、組織的な取組は不十分である。食育リーダーを中心とした組織的
な取組を一層推進していく。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。

課　　題
　食育リーダー会議等を通じて、各学校で食に関する全体計画を立案し実施するよう働きかけているが、全校の実
施までいたっていない。市内全校が継続的に取り組みが出来るよう支援をする必要がある。
　地場産野菜の使用量は、増加しているが、更に使用の頻度を高め増加させる。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。

35353535 　給食センターが行う食に関する指導　　給食センターが行う食に関する指導　　給食センターが行う食に関する指導　　給食センターが行う食に関する指導　 学校給食課

事業の概要
　栄養指導や食物に対する理解など、学校給食が担う食に関する教育を給食指導や食育の授業を通じて推進す
る。

36363636 　親子料理教室の推進　親子料理教室の推進　親子料理教室の推進　親子料理教室の推進 学校給食課

事業の概要 　学校給食の事業や食への興味と大切さを理解してもらうため、夏休み期間中に親子料理教室を実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 地場産、旬の食材を使用した料理教室の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　夏休み期間中に小学４年生以上の児童とその保護者を対象として、市内の農業者の協力を得て、地場産の食材
を活用した料理教室を３回開催した。料理の献立は、給食でも提供した郷土の食材を用いた料理「だんべえ汁」や
苦手とする児童が比較的多い牛乳を用いたもの、豆腐作りから行う豆腐料理など、料理への興味を高めることがで
きた。　３回の合計参加人員は、８２人であった。

課　　題
　料理教室の開催回数を増やし、事業を充実したいと考えるが、給食センターの作業日程等から、開催が夏休みに
限定されてしまうことが課題である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

【指導室】

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

　栄養教諭の活用により、各教科・領域における食育の進め方や効果的な教材を各校に広めることができた。
　今後は、食育が学校全体の取組になるように、栄養教諭の専門性をさらに活用して、食育リーダーの資質向上を図
るとともに、食育推進チームの取組を充実させていく必要がある。

【学校給食課】

　給食センターでは、栄養教諭の専門性を生かして、食に関する授業の取り組み等の指導を食育リーダーへ行った
結果、学校での食に関する授業への取り組みが小学校７校、中学３校で延べ９８回の実施ができた。これは、給食セ
ンターが行う食に関する指導の充実が図れたものである。今後、全校の実施向けて支援をしていく予定である。
　また、地場産の食材の使用についても、１７品目、８９３０ｋgを給食食材として活用し、特に特産品であるとうもろこし
を２１２０本使用できたことで、地産地消の考えに基づいた学校給食の取り組みが図れた。
　親子料理教室の推進については、夏休み 期間中に地場産の食材を活用した料理教室を開催し、給食で提供した
献立を調理するなど、給食への理解と興味、関心を高めることができた。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

【２５年度実施計画 】 健康づくりに取り組む体制整備の検討、保健主任会の充実

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　新入学児童への就学児健康診断、児童・生徒への健康診断及び各種検診を実施した。また、学校医、学校歯科
医及び学校薬剤師の配置、飲料水及びプールの水質検査及び換気、採光、照明等環境衛生基準に基づく適切な
管理など児童・生徒の心身の健康管理に努めた。
　保健主任会では、養護教諭から意見や要望を聴取し、検討と改善により保健活動の充実を図った。
　更に、食物アレルギー対応マニュアルについて、試行期間を設け各学校から意見聴取等を行った後、完成した食
物アレルギー対応マニュアルを各学校へ配付すると共に、指導徹底を図った。

 基本施策 １２　 基本施策 １２　 基本施策 １２　 基本施策 １２　 　学校保健の充実　学校保健の充実　学校保健の充実　学校保健の充実

37373737 　学校保健の充実　学校保健の充実　学校保健の充実　学校保健の充実 教育総務課

【教育総務課】

　児童・生徒の健康診断、学校医、薬剤師の配置、飲料水及びプールの水質検査等計画どおり実施し、児童・生徒の
心身の健康管理に努めることができた。
　学校規模等により診察内容に差が生じる状況もあるため、学校と医師間での連絡調整、事前準備などの指導・助言
が必要である。
　また、食物アレルギー対応マニュアル（試行版）を策定し、１年間試行期間として活用を図り、各学校から意見聴取
等を行い、食物アレルギー対応マニュアルを策定し、各学校に配布した。
　今後は、マニュアルの活用やアレルギー対応委員会での協議・検討を実施し、アレルギー事故の未然防止に努め
るよう指導していく。

課　　題

　限られた時間の中で健康診断を実施するため、学校規模（児童・生徒数）により健診内容に若干差が生じてしまう
可能性がある。
　また、アレルギー疾患の多様化への対応など、新たな課題に対して迅速に対応していく必要がある。
　更に、食物アレルギー事故を未然に防ぐため、食物アレルギー対応委員会での協議や食物アレルギー対応マ
ニュアルの活用を図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

事業の概要
　児童・生徒の健康診断、校医・薬剤師の配置、飲料水・プール水の水質検査などを行い、児童・生徒の心身の健
康管理に努める。

取組状況
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

 基本施策 １３　 基本施策 １３　 基本施策 １３　 基本施策 １３　 　特別支援教育の推進　特別支援教育の推進　特別支援教育の推進　特別支援教育の推進 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

38383838 　特別支援教育の推進体制の強化　特別支援教育の推進体制の強化　特別支援教育の推進体制の強化　特別支援教育の推進体制の強化 教育総務課

事業の概要
　「特別支援教育検討委員会」「特別支援教育推進連絡会」「専門委員会」等を組織し、特別支援教育を推進する基
本的な考え方や推進体制の整備等について検討するとともに、各事業の成果と課題を分析・評価し、特別支援教
育の推進を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 子どもたちの多様なニーズに対応した教育環境を提供する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　特別支援教育を推進するため、「特別支援教育検討委員会」「特別支援教育推進連絡会」を開催し、推進体制の
整備及び子供たち一人一人に必要な支援の提供等について検討を進めることにより、すべての子供たちを大切に
する特別支援教育の推進を図ると共に、障がいの状態や発達の段階に応じた適切な教育が受けられる環境を選
択する上で参考となるように、特別支援学級・特別支援学校説明会を開催した。

【２５年度実施計画 】 相談支援ファイルの普及と就学前支援の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題
　特別支援教育の推進及び環境整備に向け、特別支援推進計画を策定し、計画に基づいた事業実施が必要であ
る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

取組状況

　「特別支援教育推進連絡会」を開催し、就学前段階での療育支援を含め、就学前の幼児期からあきる野市の一
貫した特別支援を受けられる体制づくりを検討した。
　また、特別支援教育関係の事務分掌は、学籍や就学事務を担当する教育総務課となっていたが、関係部局との
連携を強化する上で、より専門的な知識が必要となるため、特別支援教育を推進する上で中心となっている指導
主事が在籍し、教育相談所等を管轄する指導室へ事務分掌を変更するための検討を行い、平成２６年度から実施
することとなった。

課　　題
　乳幼児期から成人期まで、医療、福祉に関する記録や相談記録などをまとめて管理するための、就学支援ファイ
ルの活用方法及び周知方法を検討する必要がある。
　また、就学前の支援について、策定予定である特別支援教育推進計画に位置づけ、推進していく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

39393939 　特別支援教育総合推進事業の推進　特別支援教育総合推進事業の推進　特別支援教育総合推進事業の推進　特別支援教育総合推進事業の推進 教育総務課

事業の概要
　特別支援教育推進連絡会を中心に庁内の関係部局との連携を強化し、就学前から就労に至るまでの一貫した支
援体制が構築できるよう相談支援ファイルの普及活用を中心に事業を進めていく。

40404040 　小中学校の特別支援教育体制の充実　小中学校の特別支援教育体制の充実　小中学校の特別支援教育体制の充実　小中学校の特別支援教育体制の充実 指導室

事業の概要
　校内委員会の全校設置及び特別支援教育コーディネーターの複数指名とチーフコーディネーターの設置により、
各学校の特別支援教育の充実を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 学校組織を活用した特別支援体制の充実

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　特別支援教育コーディネーター連絡協議会で校内委員会の活用について指導し、校内における情報交換の活性
化や、教員が連携した個別支援など、特別支援体制のさらなる充実を図った。また、情報交換を行う中で、コーディ
ネーターの責任と役割や、組織的、計画的な特別支援教育の充実について相互理解を深めさせることができた。

課　　題 　小中一貫教育の推進をふまえ、小中学校間の連携強化を図る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　コーディネーター連絡会の回数を１回増やし、研修を充実する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の状況に即した巡回相談の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　幼稚園、保育園及び小・中学校の要請により巡回相談員（臨床心理士）による巡回相談を実施した。
　対象とする幼児、児童及び生徒を行動観察し、指導方法や関わり方について教職員や保育士にアドバイスを行
い、学校や各園の教育と保育活動の支援を行った。
　また、学校からのリストになくても、巡回相談員が巡回時に何らかの支援が必要と思われる幼児、児童及び生徒
については対象者に加え、検討会で関わり方についてアドバイスを行った。
　幼稚園・保育園及び小・中学校において、個々の幼児、児童及び生徒に対する指導法や関わり方について充実
が図れた。

課　　題
　巡回相談は学校や園の要請により実施しているが、保護者の理解を得られない場合があるため、支援の必要性
や個々の課題について、保護者の理解を得るための体制づくりが必要である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

41414141 　巡回相談による学校等の支援の充実　　巡回相談による学校等の支援の充実　　巡回相談による学校等の支援の充実　　巡回相談による学校等の支援の充実　 教育総務課

事業の概要
　小・中学校及び幼稚園・保育園の要請で巡回相談員（臨床心理士）による巡回相談を実施し、行動観察に基づく
支援の充実を図る。

42424242 　特別支援教育指導補助員の配置　特別支援教育指導補助員の配置　特別支援教育指導補助員の配置　特別支援教育指導補助員の配置 指導室

事業の概要 　個別支援計画に基づき、特別支援教育指導補助員を配置し、個別のニーズに応じた指導を展開する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の状況に即した教員補助員の配置

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校からの申請を基にして、各校の状況に即して、教員補助員（指導補助員）の時数を配当し、個別指導計画
を作成した児童・生徒に対する個別指導を行った。これにより児童・生徒は安心して授業に参加し、落ち着いて学
習に取り組む環境ができた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各シートの普及と継続した支援の実施及び充実を図る

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　保護者が、幼稚園・保育園及び小学校で行った支援内容や個別指導の様子、さらに保護者の考え等を就学先の
学校へ引き継ぐことを希望する場合に、円滑に引き継ぎができるよう支援シートを活用し、就学後の個別指導計画
作成等に役立てた。
　また小・幼・保連絡協議会で校長及び各園長に支援シートの作成の意図を説明し、必要な保護者への働きかけを
依頼した。（就学支援シート作成数８２件、進学支援シート作成数１２件）

課　　題 　個別指導計画及び個別の教育支援計画の作成と活用の充実を図る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　平成２６年度は、教員補助員の配置時数を見直し、より実態に応じた配置を検討する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　中学進学に際しての進学支援シートの活用が少ないため、活用例を提示するなど、支援シートの有効性と活用方
法について、周知方法の検討が必要である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。　

43434343 　就学及び進学支援シートの活用　就学及び進学支援シートの活用　就学及び進学支援シートの活用　就学及び進学支援シートの活用 教育総務課

事業の概要 　小・中学校への就学や進学後の支援に資するために就学支援シート・進学支援シートの作成及び活用を図る。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

44444444 　専門医による学校支援の充実　専門医による学校支援の充実　専門医による学校支援の充実　専門医による学校支援の充実 教育総務課

事業の概要 　小・中学校の要望に応じて、特別な配慮が必要な児童・生徒への支援について専門医による指導・助言を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 指導が困難な児童・生徒への関わり方や指導の充実を図る。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　西多摩療育支援センターの専門医が通級指導学級を含む各特別支援学級に訪問し、医学的見地から各学級で
抱えている指導内容、個々の課題に応じたアプローチの仕方や終わり方など、対処事例等を提示しながら教員に
対してアドバイスを行った。
　また、学校からの申し出に基づいて、学習や生活などに困難さを示す児童・生徒について、発達障害か否かの判
断と、対象となる児童・生徒への望ましい教育的対応を検討し、専門的な意見の提示や助言を行った。
　指導方法やアプローチの仕方、また保護者への対応について、学級が抱える課題を医療の立場からアドバイス
を受けることによって、個々の課題に対する指導の幅が広がった。

取組状況

【２５年度実施計画 】 就学（転学）相談の実施、就学支援ファイルの活用

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　児童・生徒の抱える様々な課題により、適切な就学先の判断に悩む保護者への就学（転学）相談及び知的な課
題を持たず情緒・コミュニケーション等に課題を抱える児童・生徒の入級相談を実施した。
　その結果、相談者のほとんどが自己の課題にあった支援が受けられる教育環境への就学ができた。
　なお、相談の結果、保護者の希望等により、適切と思われる教育環境が整っている学校以外へ就学した児童・生
徒に対しては、適応状況等を確認するため、学校、保護者、教育委員会で定期的に面談を実施した。
　また、相談時に作成したファイルを就学先校に引き継ぐことで、個々にあった指導計画の作成に活用した。

課　　題
　訪問回数が医師の日程的な都合や予算の制限もあり、設置校に対して年１回となっている。
　各学級が抱える課題の度合いやとらえ方によっては、この１回の訪問を有効に活用できている学校と活用しきれ
ていない学校があるため、今後は対応を検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　明らかに課題があっても、保護者に関心がなく、相談に繋がらないケースへの対応を検討する必要がある。
　就学先での適応状況等を経過観察することにより、就学（転学）相談の結果についての検証を行う必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

45454545 　適正な就学支援の充実　適正な就学支援の充実　適正な就学支援の充実　適正な就学支援の充実 教育総務課

事業の概要
　すべての子供たちに個々のニーズにあった適切な教育環境が提供できるよう、就学（転学）相談を実施する。ま
た、相談の中で作成した就学支援ファイルは、就学先の学校へ引継ぎ、支援を行うための資料とする。

46464646 　特別支援学級介助員の配置　特別支援学級介助員の配置　特別支援学級介助員の配置　特別支援学級介助員の配置 教育総務課

事業の概要
　特別な支援を必要とする児童・生徒が持つ個々の教育的ニーズに応じるため、特別支援学級に介助員を配置す
る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 固定学級の状況に即した介助員の配置

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　特別支援学級（固定制）において、一人一人の課題に対する支援の充実を図るため、１学級につき、１日１名の割
当で特別支援学級介助員を配置したことにより、児童・生徒の個々の特性に応じた直接的な支援と少人数による
障害特性に応じた教育環境の提供ができた。

課　　題 　児童・生徒数が多い学級においては、安全管理における介助員の負担が大きくなってしまっている。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 DDDD

ⅠⅠⅠⅠ

内容

特別支援学級担当者連絡会及び指導主事学校訪問の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

【２５年度実施計画 】

課　　題 　学級担当者の専門性向上のための研修等を充実させる。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

47474747 　特別支援学級（固定・通級）による指導の充実　　特別支援学級（固定・通級）による指導の充実　　特別支援学級（固定・通級）による指導の充実　　特別支援学級（固定・通級）による指導の充実　 指導室

事業の概要
　特別支援学級担当者連絡会を開催し、各学級の取組や課題について協議を行い、市内小・中学校１３校に設置
した特別支援学級の充実を図る。

48484848 　特別支援学級の開設　特別支援学級の開設　特別支援学級の開設　特別支援学級の開設 教育総務課

事業の概要
　児童・生徒数及び学級数の状況を踏まえ、特別支援学級が設置されていない小・中学校に学級の開設を進め
る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 都の3次計画移行を踏まえた、特別支援教育環境の検討

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　特別支援学級（固定制）もしくは通級指導学級の設置がない、多西小・南秋留小・御堂中学校について、３校の児
童・生徒数及び学校施設の使用状況や今後の推移や動向について検討した。
　なお、支援学級未設置校においては、校内委員会を活用した校内支援体制の充実を図った。

取組状況

【２５年度実施計画 】 幼児教室の試行継続、幼児教室の実施計画の策定

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　　特別支援学級訪問については、西多摩療育支援ｾﾝﾀｰの専門医が各学級に年間１回訪問し、医学的見地から
各学級が抱える指導内容や個々の課題に応じたアプローチの仕方等のアドバイスを行った。
　小学校・幼稚園・保育園連絡協議会を１回実施し、保育及び幼児教育から義務教育への円滑な移行に向けた情
報交換及び就学相談や就学支援ファイルについて調整を行った。なお、幼児教室は実施できなかった。

課　　題

　未設置校の３校については通常学級の確保を優先としており、児童・生徒数の増加に伴い、特別支援学級新設
スペースの確保が困難である。
　通級指導学級については、現在他市においてモデル事業を実施している東京都の第３次計画の動向把握と計画
に則した環境整備について準備を進めることが必要となる。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　未設置校については、東京都特別支援教育推進計画（第３次計画）や市の実態を勘案し、より良い開設
形態を特別支援教育推進計画策定の中で検討する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　就学前の療育支援について、幼児教室の実施等、市としての取組について、庁内で組織する「特別支援推進連
絡会」などで継続して検討していく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

49494949 　関係諸機関との連携強化　関係諸機関との連携強化　関係諸機関との連携強化　関係諸機関との連携強化 教育総務課

事業の概要
　あきる野学園地域支援センター及び西多摩療育支援センター等の関係諸機関との連携を密に図り、幼児教室や
特別支援学級指導訪問等の充実を図る。

　年間８回の特別支援学級担当者連絡協議会を実施し、各学校の状況についての情報交換を行うとともに、テーマ
を決めて指導主事による研修を４回実施した。
　また、昨年度に引き続き、指導主事による全校訪問を実施し、特別支援学級の教育課程の見直し、年間指導計
画の作成、行事の精選など指導の充実を図った。

取組状況
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

50505050 　特別支援学校との副籍事業の実施　特別支援学校との副籍事業の実施　特別支援学校との副籍事業の実施　特別支援学校との副籍事業の実施 教育総務課

事業の概要 　特別支援学校が行う副籍事業については、東京都の方針を受け各校の実態に応じた副籍交流を進める。

取組状況

【２５年度実施計画 】 支援の実態に合わせた副籍交流の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　副籍事業については、対象児童・生徒の実態に合わせて、在籍する特別支援学校と地域指定校、また状況に
よっては保護者が加わり、年間の交流計画を作成し、その計画に基づいて交流事業を進めている。
　平成２５年度の小学部在籍児童においては、対象者５１名の内４１名が何らかの形で交流を行っている。利用率
としては８０．３９％である。中学部在籍生徒においては、対象生徒３５名の内２４名が交流を行なっている。利用率
は６８.５７％である。
　便りの交換から授業参加や給食など、個々の状況に応じた交流を行い、地域指定校児童・生徒との交流を深め
ることができた。地域指定校児童・生徒においては、交流を通じて支援が必要な人に対する思いやりなど、心の教
育につながった。

課　　題
　副籍交流を行う場合、移動は保護者の責任で行うこととなっているが、保護者の就労状況等によっては、十分な
交流活動が実施できないケースもある。保護者の理解を得ると共に、送迎に対するサポート等支援体制を検討す
る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特別支援教育の推進」の事務事業として継続する。

【指導室】

　特別支援教育コーディネーター連絡協議会を充実させたことで、各学校において特別支援教育コーディネーターを
中心とした組織的な取組を推進し、特別支援教育の体制整備を強化した。
　また、各学校の実態に即して、教員補助員の時数を配当したことで、個に応じた指導を充実させ、落ち着いて学習
に取り組む環境が整備できた。
　今後は、特別支援学級担当者連絡会を研修会の場と位置付けて内容を充実させ、特別支援学級の教員の専門性
を高めていく。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【教育総務課】

　特別支援教育の推進を図るべく各事務事業は、計画どおり実施することができた。
　昨年に引き続き副籍交流については、小学部在籍児童の利用率が８０．３９％、中学部在籍生徒の利用率は６８．５
７％という高い率となっており、多くの地域指定児童・生徒が交流を通じて支援が必要な人に対する思いやりなど、心
の教育につながったと考えられる。
　また、特別支援学級の開設については、未設置校が３校あり、児童・生徒数及び学校施設の使用状況について、今
後の推移や動向について検討するとともに、校内委員会を活用した校内支援体制の充実を図った。
　今後は、東京都の第３次計画の動向を踏まえ、更なる検討・協議をしていく必要がある。
　なお、「特別支援教育検討委員会」で指摘を受けた就学前の療育支援については、庁内で組織する「特別支援推進
連絡会」で療育支援を含め、就学前の幼児期から一貫した特別支援を受けられる体制づくりについて検討し、それぞ
れの分野の計画の中で検討していくことが確認することができた。
　このように各施策ごとに成果をあげているが、更なる特別支援の推進を図るため、東京都の第３次計画等を踏ま
え、早期にあきる野市としての「特別支援推進計画」を策定し、計画に基づいた事業実施が必要である。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

事業の概要
　市内小・中学校に在籍する外国人児童・生徒で、日本語の習得が十分でないために学校生活全般について生じ
る困難さを改善するために、日本語を指導するための講師及び通訳を一定期間配置できるよう学校を支援する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の要望に即した支援の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校の要請に合わせて講師及び通訳を配置し、外国人児童・生徒への日本語指導を実施した。今年度は、学
校からの要望が多く、補正予算処置を行い、対応した。日本語指導によって、学校生活の不自由さや困難さを改善
することができた。

 基本施策 １４　 基本施策 １４　 基本施策 １４　 基本施策 １４　 　外国人児童・生徒への日本語指導の充実　外国人児童・生徒への日本語指導の充実　外国人児童・生徒への日本語指導の充実　外国人児童・生徒への日本語指導の充実

51515151 　外国人児童・生徒への支援の実施　外国人児童・生徒への支援の実施　外国人児童・生徒への支援の実施　外国人児童・生徒への支援の実施 指導室

課　　題 　外国人児童・生徒の就学に対応した日本語指導員の適正な配置を今後も続ける。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　支援が必要な児童･生徒の増加に伴い、当初予算を増額し対応する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教育の機会均等などの確保」の事務事業として継続する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　各学校の要請に合わせて講師及び通訳を配置し、さらに補正予算処置により配置時数を増加したことで、外国人児
童・生徒への日本語指導が充実し、学校生活の不自由さや困難さを改善し、学校への適応を支援することができた。
　外国人児童・生徒の日本語の習得状況に応じた、日本語指導員の時数確保を図ることが課題である。
　今後も、引き続き、学校との連携を密に図りながら、迅速に日本語指導員を配置し、学校生活へ順応できる環境を
整備する。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　教育研究推進校として、秋多中学校区（多西小、南秋留小、秋多中）、東中学校区（東秋留小、屋城小、前田小、
東中）がそれぞれ小中一貫教育に向けた取組を行った。
　秋多中学校区では、「児童・生徒に確かな生きる力をはぐくむ小中一貫教育の推進」をテーマに研究を進め、１月
に全市に向けて報告した。
　東中学校区では、「主体的に学び行動する子供」を目指す児童･生徒像とし、４つの分科会に分かれて研究を進
めた。
　推進校の指定については、年度ごとに変更する。

 基本施策 １５　 基本施策 １５　 基本施策 １５　 基本施策 １５　 　小中一貫校への取組　小中一貫校への取組　小中一貫校への取組　小中一貫校への取組 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

52525252 　教育委員会研究推進校における小中連携教育の研究　教育委員会研究推進校における小中連携教育の研究　教育委員会研究推進校における小中連携教育の研究　教育委員会研究推進校における小中連携教育の研究 指導室

課　　題 　平成２６年度の全校実施に向けた各中学校区の取組のより一層の充実を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　平成２６年度は、東中学校区、御堂中学校区を中心に小中一貫教育の推進を図る。

事業の概要
　毎年、教育委員会研究推進校を選定し、各中学校区において、教科、領域、生活指導等における行動連携を図
り、児童・生徒の学力の向上を図るとともに、教職員の連携した教育を推進する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 秋多中学校区、東中学校区を中心に小中一貫教育の推進を図る。

53535353 　小中一貫教育の導入に向けた取組　小中一貫教育の導入に向けた取組　小中一貫教育の導入に向けた取組　小中一貫教育の導入に向けた取組 指導室

事業の概要
　教育委員会研究推進校の実践を参考にして、本市にふさわしい小中一貫教育の導入に向けての調査・検討を行
い、計画を策定する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各中学校における基本方針の作成

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　中学校区ごとに、小中一貫教育基本方針を定め、目指す子供像やその具現化を図るための育てたい力を設定し
た。また、各中学校区において、重点教科を設定し、９年間を見通した指導段階表を作成した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 地域ごとの協議会の充実

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　東京都が作成した就学前カリキュラム等について指導主事から小学校の校長及び幼稚園・保育園の園長に情報
提供をするとともに、園からの要望で、防災等に関わる内容についても情報提供を行った。地域ごとの協議会で
は、小学校入学前と入学後の学校生活について情報交換し、幼稚園、保育園と小学校との連携の充実を図ること
ができた。

課　　題 　各中学校区で定めた基本方針を基に、小中学校で小中一貫教育を推進していく。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　平成２６年度は、各学校において計画に基づき完全実施する。

課　　題
　実施時期、内容、回数について見直し、他の会議（特別支援教育コーディネータ連絡会等）との内容の重複を避
ける。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　実施時期、内容、回数等について見直し、次年度は１回の実施とする。

54545454 　小・幼・保連絡協議会の充実　小・幼・保連絡協議会の充実　小・幼・保連絡協議会の充実　小・幼・保連絡協議会の充実 　

事業の概要 　小学校と幼稚園・保育園との円滑な接続を図るために、年間２回園長・校長で研究協議を行う。
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　秋多中学校区、東中学校区での取組を推進し、他の中学校にとって参考になる取組事例ができ、市全体の小中一
貫教育に関わる体制整備を進めることができた。
　また、あきる野市小中一貫教育推進基本計画を作成し、各中学校区では、基本方針を作成し、重点教科や具体的
な取組を設定した。今後は、基本方針に基づき、中学校区ごとに推進していく。
　小・幼・保連絡協議会については、学校ごとに幼稚園・保育園との連携が推進されているため、次年度は回数を１回
にし、継続する。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

 基本施策 １６　 基本施策 １６　 基本施策 １６　 基本施策 １６　 　特色ある学校づくりと学校運営の改善　特色ある学校づくりと学校運営の改善　特色ある学校づくりと学校運営の改善　特色ある学校づくりと学校運営の改善

55555555 　学校評議員制度の充実　学校評議員制度の充実　学校評議員制度の充実　学校評議員制度の充実 指導室

事業の概要
　学校の運営方針、教育課程、教育活動の評価、児童・生徒の健全な育成、学校・家庭・地域との連携など、学校
運営について側面から支援する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即した学校評議員会の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　学期ごとに学校評議員の会を開催し、学校行事や学校経営全般に関わることについて意見を求めた。
　ＰＴＡや地域の代表者からの意見を学校経営に反映させることで、地域と一体となった学校経営が推進され、教
育的効果があがっている。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即した地域人材の活用

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　地域の特色を生かした農業体験活動や伝統・文化体験活動を推進するために、地域人材をゲストティーチャーと
して積極的に招へいし、地域資源を生かした教育活動の充実を図ることができた。

課　　題
　地域の教育力を活用した教育活動をさらに工夫していくとともに、学校運営の改善を図るため、学校評議員によ
る評価を活用した学校評価を充実させる。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特色ある学校づくりと学校運営の改善」の事務事業として継続す
る。

課　　題 　今後も、自然環境や地域人材等の地域資源を生かした教育活動の充実を図る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特色ある学校づくりと学校運営の改善」の事務事業として継続す
る。

56565656 　地域人材活用の推進　地域人材活用の推進　地域人材活用の推進　地域人材活用の推進 指導室

事業の概要
　総合的な学習の時間等に、地域の人材を講師や指導者（ゲストティーチャー）として招へいし、地域の伝統・文化
や体験活動を通じて理解を深める。

57575757 　学校評価システムの運用　　　学校評価システムの運用　　　学校評価システムの運用　　　学校評価システムの運用　　 指導室

事業の概要 　学校教育法に定められた学校評価について、各学校が円滑に評価を実施できるよう、指導及び支援を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】
夏季休業中における統括指導主事による学校訪問の実施、各学校の実態に即した学校評
価の改善

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　全ての学校で成果目標と取組目標を明確にして学校評価を進めることができた。夏季休業日中に、統括指導主
事が学校評価に関する全校訪問を実施し、各学校の実態に即して助言した。また、その結果、各校において、教育
委員会が定めた９項目の「重点的に進める目標」の達成に向けて取り組み、全ての学校で全ての学校評価項目の
達成率が８０％以上となり、学校運営の改善を図ることができた。

課　　題 　各学校の実態に即して設定した目標に対して、重点的に取り組む必要がある。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次）に基づき、重点目標を焦点化し、実施する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特色ある学校づくりと学校運営の改善」の事務事業として継続す
る。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即した外部指導員の配置

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各中学校の部活動に対し、外部指導員を配置し技術の向上に取り組んだ。
　技術の向上により、関東大会、全国大会などの上位大会の進出を果たした。

課　　題 　各中学校の部活動に対し、外部指導員を配置し更なる技術の向上に取り組む。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「特色ある学校づくりと学校運営の改善」の事務事業として継続す
る。

58585858 　中学校部活動の充実　中学校部活動の充実　中学校部活動の充実　中学校部活動の充実 指導室

事業の概要
　中学校の部活動に対し、地域の人材を活用した外部指導員を各学校に配置し、スポーツ及び文化活動の向上を
図る。

【指導室】

　地域人材の活用に関しては、各学校の状況に即して、地域の人材をゲストティーチャーとして招へいし、自然環境等
の地域資源を生かした教育活動の充実を図ることができた。
　学校評価については、様式を各校に示し、取組目標と成果目標を明確にした評価システムを確立させたことにより、
学校経営方針や単年度の重点目標を明確化し、具体的な学校経営改善を推進させることができた。
　今後は、各学校の実態に即して設定した重点目標に対して、組織的な取組となるような学校体制をつくり、特色ある
学校づくりをより一層推進することや、学校評価の透明性、客観性をさらに高めていくことが課題である。
　部活動に関しては、外部指導員の活用により、さらに充実することができた。今後は、体罰防止に向けた取組を推
進し、部活動をより充実させていく。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

 基本施策 １７　 基本施策 １７　 基本施策 １７　 基本施策 １７　 　教員の資質・能力の向上　教員の資質・能力の向上　教員の資質・能力の向上　教員の資質・能力の向上

59595959 　教職員の研修等の充実　教職員の研修等の充実　教職員の研修等の充実　教職員の研修等の充実 指導室

事業の概要

　多様化する教育課題に対応するため、教職員による各種委員会や研修会を実施し、学校における教育活動の充
実を図る。
　また、主幹教諭研修や主任教諭任用時研修等、ＯＪＴ（職場研修）に関する講話や演習を実施し、各学校における
ＯＪＴの推進を支援する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各種研修会の実施、夏季休業中における指導主事による学校訪問の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　様々な教育課題の解決に向けて、教務主任会、生活指導主任会、人権教育推進委員会等の各種委員会におい
て研修を実施した。また、教職員研修センターと連携して、主幹教諭、主任教諭、若手教員等、職層や年次に応じ
た研修を充実させることにより、各職層における教員の資質向上を図ることができた。
　さらに、夏季休業中に校内OJTについては統括指導主事が、授業改善推進プランについては指導主事が学校訪
問を実施し、効果的な取組や成果の把握について指導・助言した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 研究推進校及び協力校の指定

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　教育研究推進校として、秋多中学校区（多西小、南秋留小、秋多中）、東中学校区（東秋留小、屋城小、前田小、
東中）がそれぞれ小中一貫教育に向けた取組を行った。
　また、教育研究協力校として多西小は、「特別支援教育における組織的対応」、増戸小及び増戸中は、「９年間を
通して『育てたい力』を明確にした指導方法の工夫・改善」を研究主題として掲げ、調査、研究に取り組んだ。

課　　題 　校内での研修をより活性化するため、副校長の資質向上をさらに図る必要がる。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　副校長研修会の回数を１回増やし、学校経営に係る内容を取り入れる。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教員の資質・能力の向上」の事務事業として継続する。

課　　題 　あきる野市小中一貫教育推進基本計画を踏まえて、研究奨励事業を推進する。

60606060

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教員の資質・能力の向上」の事務事業として継続する。

　研究　研究　研究　研究奨励奨励奨励奨励事業等の推進事業等の推進事業等の推進事業等の推進 指導室

事業の概要
　特色ある教育活動を実施する学校を指定校とし、研究の支援にあたり、研究の成果を報告会で報告するととも
に、研究紀要（報告書）に収録して、各学校へ普及する。

61616161 　教職員研修センターの活用　教職員研修センターの活用　教職員研修センターの活用　教職員研修センターの活用 指導室

事業の概要
　教職員の経験年数等に合わせて、基本研修、職層研修及び専門研修を充実させるとともに、各学校におけるＯＪ
Ｔを支援することにより、教職員の指導力向上を図り、児童・生徒の学力向上を図る。
　また、指導員の学校訪問や各研修会への参加等を見直し、よりよい活用を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 センター指導員による学校支援の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市教職員研修センター指導員が、若手教員を中心に授業観察（初任者、２年次、３年次は年３回、４年次は年１
回）を実施し、学習指導及び学級経営について指導を行った。また、小１問題に対応するため、1年生の全学級の
授業観察を実施し、学級の状況に即して指導を行った。
　授業力チェックリスを活用し、授業観察の結果を管理職に示すことで、管理職による授業観察の資料としても有効
活用され、教員の指導力向上を図ることができた。

課　　題 　教職員研修センターを活用して、教員の指導力をさらに向上を図る。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　指導員を１名増員し、教員の更なる指導力向上を図る。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教員の資質・能力の向上」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

62626262 　理　理　理　理科科科科教育指導力向教育指導力向教育指導力向教育指導力向上上上上事業の推進事業の推進事業の推進事業の推進 指導室

事業の概要
　指導力と教材開発力に優れた理数系教員（コア･サイエンス･ティチャー）による研修と、指定した小学校で実施す
る理科教育に関する取組を通して、小学校教員の理科教育における指導力の向上を図る。

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教員の資質・能力の向上」の事務事業として継続する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 小学校理科研修会と理数フロンティア校による取組の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　コアサイエンスティーチャーによる２日間の小学校理科研修会を実施し、延べ１９人が参加した。また、一の谷小、
五日市中による理数フロンティア校の取組として、効果的な教材開発、理数教育地区公開講座の実施、校内の教
員を対象とした研修の実施、校外の教員４０名を対象とした研修を実施した。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　教職員研修センターについては、各学校との連携を推進したことで、職層や年次に応じた研修を充実する体制が定
着した。また、研究推進校では、中学校区ごとに重点教科を設定し、９年間を見通した指導計画を作成し、教員の資
質・能力を向上させるための環境整備が進んだ。
　理科教育指導力向上に関しては、平成２５年度から２年計画で実施している理数フロンティア校（一の谷小学校、五
日市中学校）の活動を推進させることで、市内全体の理数教育を充実させていく。

課　　題 　理数フロンティア校の活動を通じて、市内全体の理科の指導力向上をさらに支援していく。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 -

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 １８　 基本施策 １８　 基本施策 １８　 基本施策 １８　 　学校施設・設備の整備　学校施設・設備の整備　学校施設・設備の整備　学校施設・設備の整備

63636363 　小中学校　小中学校　小中学校　小中学校耐震耐震耐震耐震補強補強補強補強工工工工事の実施事の実施事の実施事の実施 教育総務課

課　　題 　建物の耐震化が完了したので、次に建物の非構造部材の耐震化を行う必要がある。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　建物の耐震化が完了したので、次に建物の非構造部材の耐震化を行う必要があるが、建物全ての非構
造部材の調査と工事の実施には、相当の経費が必要となることから、緊急に非構造部材の耐震化を必要
とする項目（体育館・クラブハウスの天井と照明等の落下防止）を優先して実施する必要がある。このた
め、平成２６年度に緊急性がある施設の項目の調査を委託し、その結果を受けて、平成２７年度以降に工
事を実施する。
　 続いて、平成２７年度以降にその他の調査と工事を実施する。
   非構造部材の耐震化については、国及び東京都から補助があるが、東京都の補助が平成２７年度まで
の期限となっているため、平成２８年度以降も補助制度を継続するよう要望する必要がある。
   教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校施設・設備の整備」の事務事業として継続する。

事業の概要

　耐震化されていない校舎・体育館については、耐震診断を実施した結果に基づき、工事の必要性が高い校舎・体
育館から、順次計画に従い耐震補強工事を行っている。
　平成２３年度には、校舎６校７棟及び体育館４校４棟の計１０校１１棟の耐震補強工事を実施し、学校施設の耐震
化が完了した。

【２５年度実施計画 】 計画どおり平成２３年度で事業完了

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

平成２３年度　事業完了

取組状況

64646464 　　　　老朽老朽老朽老朽化した学校施設の計画的な改修の推進化した学校施設の計画的な改修の推進化した学校施設の計画的な改修の推進化した学校施設の計画的な改修の推進 教育総務課

事業の概要

　特別教室の冷房化やトイレの洋式化など良好な教育環境の整備や、老朽化している施設の改修整備を推進す
る。
　 トイレ洋式化工事、給食リフト改修工事、プール循環浄化装置改修工事、特別教室エアコン設置工事、浄化槽設
備改修工事、排水設備改修工事、増戸・五日市中学校体育館倉庫増築工事など。

取組状況

【２５年度実施計画 】 計画的な小中規模改修工事の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　トイレ洋式化工事(小学校2校20箇所、中学校1校21箇所)、給食リフト改修工事(屋城小、南秋留小、草花小、五日
市小、旧戸倉小、秋多中)、普通・特別教室エアコン設置工事(小学校9校、中学校6校)、小学校普通・特別教室エア
コン設置工事設計、前田小学校高圧変圧器及び高圧真空遮断器交換工事、秋多・御堂中学校校庭散水栓設置工
事、御堂中学校視聴覚教室改修工事、増戸中学校体育館内消火栓設置工事を計画的に実施した。
　普通・特別教室の冷房化やトイレの洋式化など良好な教育環境の整備や、老朽化している施設の改修整備によ
り、児童・生徒の安全と良好な教育環境の確保や学習内容への対応ができた。
　学校施設の老朽化が著しい部分については、重点的に改修工事を実施する必要がある。
　特別教室のエアコン設置についても、普通教室の冷房化と一緒に平成25年度に設置完了となった。

取組状況

【２５年度実施計画 】 新学習指導要領に対応する備品等の整備

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校が教育環境等の整備計画に基づき予算編成案を作成した後、ヒアリングを実施するなど内容を精査し、予
算の配当を行った。これにより各学校で、自校で編成した予算を計画的に執行し、教育環境の充実を図った。
　また、平成２５年３月末をもって閉校した戸倉小学校の備品や消耗品を有効活用図るために所管換えを実施する
ことにより、各学校で学校管理や教育活動に必要な整備ができた。
　今後とも教育現場に支障が生じない状況を保持すると伴に各学校の特色を生かした備品・消耗品の配置を行っ
ていく。

課　　題
　各学校の老朽化の著しい部分について、重点的に改修工事を実施する必要がある。
　大規模な改修が平成17年より実施されていないため、老朽化している部分が増加している。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　別途大規模改修が実施されるまでは、各学校施設の老朽化の著しい部分を重点的・優先的に改修して
いく。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校施設・設備の整備」の事務事業として継続する。

課　　題
　備品購入費について、高額な備品を購入するための学務係持分予算が削られたため、今後、大型備品等の老朽
化等により買い替えが必要となった場合等の対応を検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校施設・設備の整備」の事務事業として継続する。

65656565 　教育設備　教育設備　教育設備　教育設備整整整整備事業の推進備事業の推進備事業の推進備事業の推進 教育総務課

事業の概要 　小・中学校に必要な備品及び消耗品の整備をすることにより、学習環境の充実を図る。
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主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

66666666 　学校施設の計画的　学校施設の計画的　学校施設の計画的　学校施設の計画的整整整整備備備備 教育総務課

事業の概要
　新築または大規模な改修から20年を経過し老朽化した学校施設について、整備計画等に基づき、計画的に大規
模な整備を進める。(国の安全・安心な学校づくり交付金等を受けて行う。)

取組状況

【２５年度実施計画 】 施設整備計画等の策定の基礎資料の収集を実施する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　耐震化補強工事が完了後、普通・特別教室のエアコン設置を最優先としたため、施設整備計画等の策定の基礎
資料については一部の資料収集に留まった。
　新築または大規模な改修から20年を経過し老朽化した学校施設が平成２４年４月１日現在で、小学校５校、中学
校６校あり、年数が経つに連れて学校が増えていく。市内には学校が１６校あるので、毎年何れかの学校の改修が
必要となるので施設整備計画等を策定し計画的な整備が必要である。

取組状況

【２５年度実施計画 】 方針決定

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　平成２４年度に策定した給食センター整備計画を踏まえてＰＦＩ事業導入のための準備として、ＰＦＩ事業を用いた
先進施設の視察を行った。またＮＰＯ法人日本PFI協会の主催するセミナーを受講し、PFI事業に関する認識を深め
た。
　また、平成２４年度に実施した施設の耐震診断の結果を踏まえて改修工事の設計を行った。
　市後期基本計画へ老朽化した給食センターの整備について、PFI事業手法を用いて整備する方向が示された。
　また、第２次教育基本計画においても、同手法を用いて整備していく準備を進めるとした。

課　　題
　構造体の耐震化は完了したが、非構造部材の耐震化がまだ完了していないので、これを優先して実施する必要
がある。この計画は、大規模な整備計画で、財政状況の勘案も必要であるので、一足飛びに整備計画は策定でき
ない。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　大規模な改修計画については財政状況を勘案する必要があるので、他の施設等も含めた市の全体計
画の進捗状況を踏まえて策定する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校施設・設備の整備」の事務事業として継続する。

課　　題
　給食センターの整備事業用地を、武蔵引田駅北口土地区画整理事業用地内としており、同区画整理事業の都市
計画決定や事業認可に合わせて給食センターの整備を見込んでいるため、若干の供用開始の遅れが見込まれ
る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校施設・設備の整備」の事務事業として継続する。

67676767 　学校給食センターの　学校給食センターの　学校給食センターの　学校給食センターのありありありあり方の方の方の方の検討検討検討検討 学校給食課

事業の概要
　学校給食センターの各施設・設備は、老朽化が進んでいるため、施設・設備のあり方について検討を行い、施設
整備の手法や運営方法等を定める。
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【教育総務課】

　各学校が教育環境等の整備計画に基づき作成した予算について、ヒアリングを実施し予算配当した。これにより、
各学校が予算への理解が深まり、効果的な教育環境の整備に繋がった。また、閉校となった戸倉小学校の備品や消
耗品を再配置備を行い、より充実した教育環境の整備が図れた。
　今後の課題は、老朽化する大型備品を買い替える必要があり、実施計画等で年次計画し、予算確保に努める必要
がある。

【教育総務課：教育施設】

　小中学校のエアコン設置は、平成２５年度に全ての小中学校の普通教室及び特別教室に設置が完了した。
　また、学校施設耐震補強工事については、構造体の耐震化が完了したため、次に天井等非構造部材の耐震化を行
う。
　防災上の観点から避難所となる体育館は、緊急に非構造部材の耐震化を必要とする項目（体育館・クラブハウスの
天井と照明等の落下防止）を優先して実施する。
　非構造部材の耐震化は、平成２６年度に施設の項目の調査を委託し、その結果を受けて、平成２７年度以降に工事
を実施する。校舎については、平成２７年度以降に調査と工事を実施する。
　この事業では、国及び東京都からの補助金を活用し実施するが、東京都の補助が平成２７年度までの期限となって
いるため、補助制度を継続するよう東京都に要望する。
　また、老朽化した学校施設の改修については、子どもたちの生活様式に合わせ、トイレ洋式化を早期に実施する必
要があるため、洋式化率の低い学校より実施し、２６年度までに完了する。
　給食リフトの改修については、老朽化が著しいので、重点的に改修工事を実施する。
　学校施設の大規模な改修計画については、財政事情を勘案する必要があるため、他の公共施設も含めたファシリ
テイマネジメント計画（業務用不動産<土地、建物、構築物、設備等>すべてを経営にとって最適な状態<コスト最小、
効果最大>で保有し、運営し、維持するための総合的な管理手法）の下、市の全体計画の進捗状況を踏まえて策定し
ていく。

【学校給食課】

　学校給食センターは、昭和４５年に秋川第一センター、昭和４７年が五日市センター、昭和５１年が秋川第二セン
ターと、センター方式による学校給食事業の拠点として機能してきた。しかし、老朽化が激しく、施設の衛生基準にも
そぐわないことから、平成２４年度に耐震診断を実施するとともに、新センターの整備における基本方針や整備手法
等について、整備計画をまとめたところである。計画では、センター方式により施設を集約し効率化を高め、学校給食
衛生管理基準に適合し、災害時やアレルギー対応食の提供可能な施設としての整備が望まれるとされた。また、整
備手法については、民間事業者の資金、経営能力及び技術力を活用したＰＦＩ方式による整備が適しているとされた。
今後、この整備計画をもとにして、施設整備の準備をしていくものとする。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　小・中学校３校のコンピュータ教室用パソコン（123台）等のリース替えと、小･中学校16校の校務用パソコン（38
台）のリース替え及び小･中学校14校の校務用パソコン（90台）の新規追加リースを行った。また、旧戸倉小学校の
コンピュータ教室用パソコン（11台）等及び校務用パソコン（７台）等を小学校６校へ校務用パソコン等として移設し
た。これにより、小・中学校の校務用パソコン１台当たりの教員数が、平成24年度末の1.58人から、平成25年度末
には1.10人となり、教員１人１台の環境へ向けて進展した。

 基本施策 １９ 基本施策 １９ 基本施策 １９ 基本施策 １９ 　学校ＩＣＴの整備　学校ＩＣＴの整備　学校ＩＣＴの整備　学校ＩＣＴの整備

68686868 　学校　学校　学校　学校ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴのののの整整整整備備備備 指導室

課　　題
　教育効果と事務効率の観点から、学校ＩＣＴの整備していくことが必要である。すでに学校に配備されている情報
機器のメンテナンスと、現在実施している教育活動に必要なＩＣＴ機器の整備を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校施設・設備の整備」の事務事業として継続する。

事業の概要
　学校での情報教育の推進や情報機器の活用状況を把握し、社会情勢に対応した学校教育におけるＩＣＴ（情報通
信技術）機器活用が実施できるように、ＩＣＴの整備を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の状況に即したICTの整備

  教員１人１台の環境へ向けて進展させるなど、学校ＩＣＴの整備をすすめることができた。
　すでに学校に配備されている情報機器のメンテナンスと、現在実施している教育活動に必要なＩＣＴ機器の整備を図
ることが課題である。
　平成２６年度からは、教育総務課が主管課となって、本事業を継続する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ----

ⅢⅢⅢⅢ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅢⅢⅢⅢ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅢⅢⅢⅢ

内容

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　平成２５年４月１日に戸倉小学校が五日市小学校に統合したことで、本事業の対象校がなくなったため、事業を廃
止した。

 基本施策 ２０　 基本施策 ２０　 基本施策 ２０　 基本施策 ２０　 　小規模学校対策の推進　小規模学校対策の推進　小規模学校対策の推進　小規模学校対策の推進 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

69696969 　学校間連携の実施　学校間連携の実施　学校間連携の実施　学校間連携の実施 教育総務課・指導室

課　　題 　統合したため計画を廃止した。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　戸倉小学校が五日市小学校に統合したため事業を廃止

事業の概要
　平成２５年４月に五日市小学校への統合することとなった戸倉小学校の児童が、４月から中学校へ進学したり五
日市小学校に統合する。その際、大きな集団へスムーズに適応できるようにするため、五日市小学校とクラブ活動
等の交流学習を実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 戸倉小学校と五日市小学校の学校間連携の実施、統合に向けた取組

70707070 　小　小　小　小宮宮宮宮小学校の統合小学校の統合小学校の統合小学校の統合 教育総務課

事業の概要
　小宮小学校においては、平成２４年４月１日に五日市小学校への統合が円滑に実施できるように教育環境の整
備など地域と協議しながら準備を進めていく。

取組状況

【２５年度実施計画 】 スクールバス通学支援及び適応状況の見守り

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　スクールバスの運行及び添乗員の配置を継続し、児童への負担を軽減すると共に、機会がある度に職員も乗車
し、状況確認や安全管理を実施することで安全に運行することができた。
　なお、２月の大雪の際には、スクールバスや路線バスが運休したが、保護者等の協力により、ほとんどの児童が
通学することができたが、通学できなかった一部の児童には、補習授業等を実施し対応を図った。
　また、スクールカウンセラーの配置を継続し、児童の心理面でのケアに努めた。

　路線バス通学に伴う交通費の支給を実施し、保護者の負担軽減を図ると共に、路線バスへの添乗員の配置や職
員の乗車など、児童が安心して通学できるよう努めた。
　また、戸倉地区の児童が安定した学校生活が送れるよう、スクールカウンセラーを配置すると共に、各学期の終
わりに戸倉地区保護者会を開催し、情報交換等を行った。

課　　題 　大雪などにより、スクールバスが運行できなくなった場合の対応を検討する必要がある。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　五日市小学校へ統合が完了したため、本事業は計画を廃止し、スクールバスの運行については、
教育基本計画（第２次計画）基本施策「教育の機会均等などの確保」の事務事業の中で実施していく。

　五日市小学校へ統合が完了したため、本事業は計画を廃止し、路線バス通学に伴う交通費の支給及び
路線バスへの添乗員の配置については、教育基本計画（第２次計画）基本施策「教育の機会均等などの
確保」の事務事業として継続する。

71717171 　　　　戸倉戸倉戸倉戸倉小学校の小小学校の小小学校の小小学校の小規模規模規模規模化への対応化への対応化への対応化への対応 教育総務課

事業の概要 　統合に向けた交流事業や通学訓練等教育環境整備を進めるとともに、戸倉小学校閉校に向けた準備を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 平成２５年４月の統合後の環境整備

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題 　児童の登下校に合わせることから、通学補助員の勤務条件が悪く従事者の確保が困難。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【教育総務課】

　平成２４年度に小宮小学校が、平成２５年度に戸倉小学校がそれぞれ五日市小学校へ統合することができ、事務
事業も計画どおり実施することができた。
　平成２５年度は、戸倉小学校が五日市小学校へ統合した年であり、通学は路線バスの利用となったため、路線バス
の添乗員の配置や職員の乗車など児童が安心して通学できるよう努めた。
　また、安心して学校生活が過ごせるようスクールカウンセラーを配置するとともに、各学期末に戸倉地区保護者会を
開催し、情報交換を行った。
　小規模校の２校が閉校したことにより、「小規模学校対策の推進」については、平成２５年度をもって終了するが、小
宮地域スクールバスの運行管理、戸倉地域の路線バスによる通学の管理等は、「教育の機会均等などの確保」の事
務事業として継続して実施していく。

【指導室】

　五日市小学校に配置されたスクールカウンセラーを中心に児童の心理状態を把握し、的確に支援したことで、戸倉
小学校に在籍していた児童は五日市小学校に慣れ、円滑に統合することができた。
　平成２６年度は、本事業を廃止する。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＡＡＡＡ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　就学援助事務事業　児童６６８人、生徒３９１人の保護者に就学援助費を支給した。
　特別支援教育就学奨励費事務事業　児童３１人、生徒２９人の保護者に特別支援教育就学奨励費を支給した。
　被災児童就学援助事業　児童２人、生徒１人の被災児童・生徒の保護者に就学援助費を支給した。
　遠距離通学支援事業　児童１８人、生徒１５人の保護者に遠距離通学費補助金を支出した。
　経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者や遠距離通学を行う児童・生徒の保護者の経済的な負担を軽
減できた。
　就学援助認定者で給食費の滞納がある保護者の給食費について、保護者を経由することなく、直接給食セン
ターへ支払いができるよう、また、新入学準備金について、実態に即した支給時期とするよう、要綱改正を行った。

 基本施策 ２１　 基本施策 ２１　 基本施策 ２１　 基本施策 ２１　 　教育の機会均等などの確保　教育の機会均等などの確保　教育の機会均等などの確保　教育の機会均等などの確保

72727272 　教育の機会　教育の機会　教育の機会　教育の機会均均均均等の等の等の等の確確確確保保保保 教育総務課

課　　題 　生活扶助費の見直しによる影響について、対応を検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教育の機会均等などの確保」の事務事業として継続する。

事業の概要

　教育の機会均等を確保するため、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費等を支
給するほか、経済的理由により修学が困難な学生等に対して、学費の一部を貸与する。
　また、遠距離から路線バスを利用して市立小・中学校へ通学する児童・生徒の保護者の負担を軽減するため、通
学定期購入費を補助する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 就学援助費の支給、育英資金の貸付、遠距離通学費の補助

73737373 　通学区域の　通学区域の　通学区域の　通学区域の弾弾弾弾力的運用力的運用力的運用力的運用 教育総務課

事業の概要
　小・中学校の就学に際し、地域の実情や保護者の意向を考慮しながら、指定学校の変更や区域外就学等の弾力
的運用を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 弾力的運用の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　指定学校変更制度について、弾力的運用を継続しつつも、地域と児童、生徒、保護者との関係の希薄化の問題
や、災害時の児童、生徒の安全確保上の問題を解決するため、また、小中一貫教育を推進するにあたり審査基準
の一部を改正した。

　本年度の実施計画は調査検討の予定であったが、小中一貫教育を推進するために、通学区域の一部変更を
行った。通学区域の変更が困難な地域については、指定学校変更制度の一部見直しにより対応した。
　また、特別支援学級（固定制）についても、学校間でバランスの取れた在籍状況となるように、新たに通学区域を
定めた。

課　　題
　平成２５年度に審査基準の改正を行ったため、平成２６年度以降も混乱を起こさないよう、指定学校変更制度に
ついて、周知徹底する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教育の機会均等などの確保」の事務事業として継続する。

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教育の機会均等などの確保」の事務事業として継続する。

74747474 　通学区域の　通学区域の　通学区域の　通学区域のありありありあり方の調査研究方の調査研究方の調査研究方の調査研究 教育総務課

事業の概要
　道路の新設や土地区画整理事業等の社会状況の変化に対応するため、長期的な展望にたった通学区域のあり
方を調査・研究する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 小中一貫教育の動向を踏まえた通学区域の調査検討

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題 　小中一貫教育校と通学区域が一致していない区域の見直しを検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【教育総務課】

　就学援助事務事業、特別支援教育就学奨励費事務事業、遠距離通学支援事業等計画どおり実施し、教育の機会
均等の確保することができた。
　特に就学援助については、給食費の滞納整理の推進や新入学準備金を実態に即した支給時期にするなどの要綱
改正を行った。
　通学区域の弾力的運用は、地域、児童・生徒、保護者との関係の希薄化による居住地行事への参加者の増加、通
学が遠距離になることによる災害時などの児童・生徒の安全確保の問題の解決及び平成２６年度から実施する小中
一貫教育の推進を目的に指定学校変更制度の一部改正を行った。
　また、実態に即した小中一貫教育の実施及びバランスのとれた在籍による特別支援教育の推進のために、通学区
域の一部変更を行ったが、必要に応じた変更を進める。
　今後も就学援助制度等の制度について周知徹底を行い、教育の機会均等の確保に努めていく。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＤＤＤＤ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 ２２　 基本施策 ２２　 基本施策 ２２　 基本施策 ２２　 　生涯学習活動の支援　生涯学習活動の支援　生涯学習活動の支援　生涯学習活動の支援 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

75757575 　生　生　生　生涯涯涯涯学習推進計画の推進学習推進計画の推進学習推進計画の推進学習推進計画の推進 生涯学習スポーツ課

課　　題
　現計画期間が平成２５年度で満了となったため、２６年度での改定を行う予定となっているが、改定にあたって
は、市の後期基本計画及び教育基本計画が平成２５年度末で改定されたため、これらとの整合性を図りながら検
討を進める必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

事業の概要
　豊かな生涯学習社会の実現を目指して、体系的な推進体制組織づくりと系統的な事業の展開を図り、生涯学習
推進計画「あきる野学びプラン」を推進する。

【２５年度実施計画 】 生涯学習推進計画の推進

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

76767676 　社会教育・生　社会教育・生　社会教育・生　社会教育・生涯涯涯涯学習活動等の支援学習活動等の支援学習活動等の支援学習活動等の支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　社会教育関係団体名簿、サークルガイド等を活用し、学習・活動相談・紹介業務を行うとともに、事業協力体制の
充実を図る。
　アーティスト・イン・レジデンス事業の実施や、市民の文化活動等への情報提供・事業協力を通して活動支援を行
う。
　社会教育関係団体登録に基づく名簿の作成、配布等を通じ、生涯学習・社会教育活動の支援を行う。
　社会教育関係団体へ補助金を交付し団体の育成と活動の支援を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 事業協力体制の充実・支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　社会教育関係団体の行う事業の振興を図るため、あきる野市社会教育関係団体として登録した団体で組織する
連絡協議会的団体に対して、予算の範囲内でその活動費の一部を補助し、市民の社会活動を支援した。
　また、社会教育関係団体への登録希望について、随時、社会教育委員の会議で検討して追加を行い、サークル
ガイドの配布及びホームページでの公開により、市民への情報提供を図った。

取組状況

【２５年度実施計画 】 養成講座の開催及びあきる野市民塾を開設・実施する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　生涯学習コーディネーターの会との協働により、生涯学習コーディネーター養成講座（全８回）を開催した。養成講
座を通じて生涯学習コーディネーターを養成し、市民向け講座の企画・運営等、コーディネーターとしての活躍の場
を設けることができた。
　また、個々のコーディネーター同士や、コーディネーターの会と生涯学習に携わる他の団体との交流の場を作るこ
とができた。
　市民塾（仮）の開設については他市の事例などの情報収集などを行って検討を進め、引き続き検討していくことと
なった。

課　　題
　補助金が減額されてきている中で、今後各団体の活動の更なる振興を図るために、助言等その方策について検
討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　市民塾（仮称）の開設については、なお検討を要する内容があるため、円滑なスタートを図るために今後、施設の
所管課や協力団体等との協議を進めていく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

77777777 　生　生　生　生涯涯涯涯学習コー学習コー学習コー学習コーディディディディネーターの育成ネーターの育成ネーターの育成ネーターの育成 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　生涯学習コーディネーター養成講座を開催し、指導者の育成を図る。

　生涯学習に関する市民アンケート調査を実施して市民の生涯学習に対する意識や学習活動の実態を把握した。
また、生涯学習推進市民会議を開催し、このアンケート調査で得られたデータについての検証などを行い、計画改
訂に向けた検討を行った。

取組状況
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

78787878 　公　公　公　公民民民民館における館における館における館における寿大寿大寿大寿大学の開学の開学の開学の開催催催催　　　　 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　高齢者の知識向上・社会参加・相互交流の促進と生涯学習の推進を図ることを目的に様々な分野の講座を企画
し実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 寿大学秋川校・五日市校の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　寿大学秋川校は登録者６９８人、キララホールを主会場に１７回の講座を実施し、受講者数は述べ８，６２６人で
あった。また、寿大学五日市校は登録者１３４人、まほろばホールを主会場に１５回の講座を実施し、受講者数は延
べ１，５１８人であった。　文学・歴史・科学・芸術・健康生活・一般教養などの講義や行事講座を通じて、高齢者の
知識向上、社会参加、相互交流が図られた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 市民大学講座の実施、初心者パソコン講習の実施、親子体験学習の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市民大学３講座（「夜空を観察しよう～大きな彗星がやってくる～」参加者２６人、「男性の料理教室～自分で打と
う＝手打ちあんかけうどん～」参加者１６人、「仏像入門～仏像の魅力～」参加者２３人）を実施した。
　ＩＴボランティアによる「初心者パソコンＱ＆Ａ」を５月から１２月まで１４回実施し、参加者は１０８人であった。
　市民解説員を講師とする親子自然体験学習（「伝統漁法あんま釣り」参加者１７人、「都民の森で自然観察」参加
者８人）を２講座を実施した。

課　　題 　秋川校・五日市校ともに講座会場が満席状態にあり、登録者数が増加傾向にある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　市民大学、初心者パソコンＱ＆Ａ、親子自然体験学習等の各種講座の更なる充実を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

79797979 　公　公　公　公民民民民館における館における館における館における各種各種各種各種講座の充実講座の充実講座の充実講座の充実 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　一般教養の向上と相互学習を目指し、一人でも多くの市民が生涯学習に親しめるように、市民大学と称して各種
の講座を実施する。
　また、IT時代を踏まえ一般市民を対象に、ＩＴボランティアによる初心者向けパソコン講習（文字入力・ワード・エク
セル）を実施する。
　市民解説員が講師となり、身近な自然・歴史にふれあえる機会の提供と親子の絆を深めることを目的に親子を対
象とした体験学習を実施する。

80808080 　学習教育機関等との連携協力による事業の推進　学習教育機関等との連携協力による事業の推進　学習教育機関等との連携協力による事業の推進　学習教育機関等との連携協力による事業の推進 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　生涯学習推進の観点からＮＨＫ学園はもとより、研究機関、カルチャーセンター、学習教育機関等との連携協力
により、より多くの講座・講演を積極的に実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 講座等の実施及び各機関との連携協力を拡大させる。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　ＮＨＫ学園との基本協定に基づき、生涯学習講座をＮＨＫ学園に業務委託し実施した。
　平成２５年度実績：６０５講座、受講者数は２６，２１８人。

課　　題
　近年、受講者数が伸び悩んでいる。幅広い専門性と質の高い講座の実施について更なる充実を図る。また、今
後、他機関との連携協力についての可能性を探る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

取組状況

【２５年度実施計画 】
レファレンス講座の実施、オンラインデータベースの提供、子どもレファレンスシートの作成・
提供、レファレンスデータベースの作成

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　レファレンス講座は、幅広い年齢層・職業層に参加してもらえるよう４回に分けて実施した。また、子どもレファレン
スシート（あきる野ふるさとはかせ）は、「あきる野市のまつり 」をテーマに、新たに３種類を発行した。
　今まで蓄積してきたレファレンスデータベースから、地域に関する質問をまとめて抽出し、ホームページ上に「あき
る野百科事典」のコーナーを設置して掲載した。これにより、レファレンス事例の多い地域に関する質問に対し、
ホームページを見ることで解決できるよう整備した。
　カウンターサービスを通して、市民が効率よく必要な資料・情報を入手できるよう支援するとともに、各種講座や
ツールの利用により、市民の生涯学習活動を支援し、自ら学ぼうとする利用者に対して図書館を有効に活用しても
らうための援助を実施することができた。

課　　題
　職員のレファレンス能力を向上させるとともに、現在閲覧できるデータベースの利用の促進を図る。
　ＷＥＢレファレンスについても検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第二次）の基本政策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

81818181 　図書館レ　図書館レ　図書館レ　図書館レファファファファレンス事業の充実レンス事業の充実レンス事業の充実レンス事業の充実 図書館

事業の概要
　市民が必要とする資料や情報を効率よく入手できるように援助する（レファレンスサービス）とともに、オンライン
データベース等の電子化された情報の提供を行うことにより、より専門的な情報が得られるよう支援する。

82828282 　インターネットによる図書館　インターネットによる図書館　インターネットによる図書館　インターネットによる図書館資資資資料料料料情報提情報提情報提情報提供の推進供の推進供の推進供の推進 図書館

事業の概要
　図書館ホームページによる、所蔵資料の検索や新着図書案内などの資料に関する情報や、資料の予約・取り寄
せ、利用状況の確認、貸出期限の延長手続きなどの資料提供に関するサービス、さらに図書館からのお知らせや
行事の案内などの情報を発信することにより利用者の利便性の向上を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 ホームページの充実、図書館システム切り替えに伴う新機能の検討

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　新着案内を毎週更新し、新しく購入・受入した資料の情報提供を行った。
　また、レファレンスデータベースから地域に関するものを抽出した「あきる野百科事典」のコーナーを新規に設置し
た。
　ＩＴを活用することによって「いつでも・どこでも・だれもが活用できる図書館」を実現し、豊かな生涯学習社会の基
盤としての役割を果たすため、図書館システム切り替えに伴って、ホームページのより利便性の高いコンテンツの
提供、情報発信、アクセシビリティ（利用のしやすさ）について検討を行っている。

取組状況

【２５年度実施計画 】 東部図書館エル及び五日市図書館開架資料のＩＣタグ化

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　図書館４館の蔵書構成、リクエスト等による市民の要望等を考慮した選書を実施。(リクエストでの購入は全体の
約１割）
　週１回の見計らい選書における選書調整、資料管理部会を月１回開催して４館全体の資料管理について検討し
た。
　資料の適正管理のためのＩＣタグ化については、中央図書館の開架資料に続き、東部図書館エルの開架資料を
完了させた。これに伴い、五日市図書館の資料にＩＣタグの貼付を開始し、開架資料の約２３％を終了した。
　市民要望に基づく資料の整備を行うことにより、市民自らの学習を支援している。
　選書会議や資料管理部会における全館での蔵書調整・整備により、豊かな生涯学習社会の基盤整備を進めてい
る。

課　　題
　定期的な更新に加え、随時情報を発信したり、コンテンツの変更などを行えるよう、スキルアップを図る必要があ
る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第二次）の基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　予約の集中する資料については、市民の読み終わった本の寄贈を募り、資料提供までの待ち時間の短縮を図
る。
　また、ICタグの利便性を生かした運用方法の検討を行う。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第2次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

83838383 　図書館　図書館　図書館　図書館資資資資料の料の料の料の整整整整備備備備 図書館

事業の概要
　図書資料（一般書、児童書、逐次刊行物、視聴覚資料）の中から図書館司書が市民要望を反映した資料の選択
を行い、受入・装備等を行なって貸出しができるよう整備する。
　また、図書資料の適正な管理を行なうため、ＩＣタグ化を推進する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

84848484 　地域・行　地域・行　地域・行　地域・行政資政資政資政資料の充実料の充実料の充実料の充実 図書館

事業の概要
　市民の調査研究等に資するため、あきる野市に関する資料を積極的に収集・整理し、地域・行政資料の充実を図
る。

取組状況

【２５年度実施計画 】
新聞記事の収集、新聞記事見出しのインターネット公開、行政資料の収集拡大、地域資料
の迅速な整理・登録の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　新聞記事については、2,918タイトルのデータを収集し、デジタル化を実施した。なお、インターネット更新は3回実
施した。
　行政資料及び地域資料については、新規373タイトル、延べ1,148点収集した。
　行政資料及び地域資料を収集・提供することにより、市内及び多摩地域に関する事象への造詣を深められるこ
と、また、市政参加及び地域活動における参考資料として活用できていることから、循環型生涯学習の仕組みの中
で成果をあげている。

資料・情報提供の充実、協力貸出事業の実施、相互賃借事業の実施、国会図書館等資料
調査事業の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市民の学習要求に応え、調査、研究、レクリエーション等に必要な資料の提供を行った。
　市内図書館に所蔵のない資料は、都内市町村及び区部の図書館との相互貸借、都立図書館との協力貸出事業
により借用して提供し、利用者の学習要求に応えた（相互・協力貸出により４，６１３冊提供）。
　さらに、都立及び都内区市町村立図書館を調査してもない資料については、国会図書館・大学・他県の図書館の
所蔵を調査し、借用等の調整を行い提供した。
　市民の学習要求に対応した資料・情報の提供を行い、市民の生涯学習活動を支援した。

課　　題
　地域・行政資料は、通常の出版流通経路をとらないため、常に地域の出版情報を捉えて収集する、継続的な取
組が必要である。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

№１２６「地域資料の電子データ化による情報提供と活用の促進」と統合し、地域資料に関する収集から
情報発信までの事業を一本化して充実を図る。
教育基本計画（第2次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第2次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

85858585 　図書館　図書館　図書館　図書館資資資資料料料料提提提提供事業の推進供事業の推進供事業の推進供事業の推進 図書館

事業の概要

　市民の教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、市民の求めに応じて、図書、逐次刊行物、視聴覚資
料等の図書館資料及び情報の提供を実施する。また、市内に所蔵のない図書資料等については、都立図書館の
協力貸出、都内市区町村立図書館との相互貸借により提供するほか、国会図書館や他県、さらに大学図書館など
の調査を行い、提供に努める。

取組状況

【２５年度実施計画 】

課　　題

　都立図書館が行っている貸出制限により、資料提供までの時間がかかるようになった。
　また、県立図書館等も貸出制限が厳しくなったり、館外への個人貸出が制限されている閲覧提供資料が増加して
おり、図書館に長時間滞在できない利用者の希望要望に応えられない事例が出ている。
　このため、国会図書館のデジタル化資料送信サービスが開始されたことに伴い、電子化された資料の活用によっ
て市民の学習要求に対応した資料・情報の提供ができるよう取り組む必要が生じている。
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

【図書館】

　市民の学習要求に対応し、必要とする資料情報提供のため、市民の要望等を考慮した選書を行い、整備して提供
するとともに、所蔵のない資料については、市町村立・都立図書館などから借用して提供することにより、市民の生涯
学習活動を支援した。
　地域活動や、市民協働のまちづくりの基本資料となる地域・行政資料の提供に加え、電子化された情報の活用も含
め、より専門的な情報が得られるよう支援した。また、市民の生涯学習活動を支援し、自ら学ぼうとする利用者に対し
ては、レファレンス講座等により図書館を有効に活用し、効率よく必要な資料・情報を入手できるよう援助している。
　図書館ＨＰを活用した資料情報や図書館サービスの提供、各種案内などの情報発信により、いつでも・どこでも・だ
れもが活用できる図書館として、豊かな生涯学習社会の基盤としての役割を果たしている。
　課題としては、市民の広範囲化・専門化する資料要求に対し、都立図書館の貸出及び館外貸出の制限により、迅
速に応えられない状況が生じている。また、資料に貼付したＩＣタグの活用や、図書館ＨＰからの各種サービス、情報
の提供など、技術の進歩に対応したサービスの提供と、これらに対応する職員の能力の向上が必要となっている。
　また、国立国会図書館では、資料の電子書籍化を進め、インターネットを介して図書館提供するサービスを開始し
た。都立図書館の貸出制限への対応と、市民の広範囲化・専門化する資料要求に対応するため、早急に環境を整備
する必要が生じている。
　教育基本計画（第２次）では、自館で所蔵する地域・行政資料の電子化とともに、インターネットを介した資料提供を
推進するため、№84「地域・行政資料の充実」に№126「地域資料の電子データ化による情報提供と活用の促進」を統
合し、いつでも、どこでも、だれもが学び情報が活用できるよう、更なる環境整備を進める。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　生涯学習推進市民会議については、生涯学習推進計画「あきる野学びプランⅡ」の改定に向け、市民アンケート調
査を実施し、その結果の検討などの作業が進められている。平成２６年度の改定に向け、検討を更に進める。
　社会教育関係団体として登録した団体で組織する連絡協議会的団体に対し、その活動費の一部を補助することに
より団体の活動の支援が図られている。今後も継続して補助金を交付することで、団体の活動の振興を図る。
　また、生涯学習コーディネーターの会との協働により、毎年、生涯学習コーディネーター養成講座を開催し、着実に
コーディネーターを生み出しており、同時にコーディネーターとしての活躍の場を設けることに繋がっている。講座受
講者数の頭打ちが課題となっているが、今後も更にPRを図り、継続して養成講座を実施していく。

【生涯学習スポーツ課：公民館】

  公民館の講座の中でも最も大きな寿大学については、講座内容を工夫し毎年実施している。秋川校、五日市校とも
登録者が定員に迫っているため、今後役員会等で検討する必要がある。
　また、市民大学講座や初心者パソコン教室、親子体験教室については、更なる充実を図る。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 ２３　 基本施策 ２３　 基本施策 ２３　 基本施策 ２３　 　生涯学習活動への市民参加の促進　生涯学習活動への市民参加の促進　生涯学習活動への市民参加の促進　生涯学習活動への市民参加の促進

86868686 　生　生　生　生涯涯涯涯学習支援学習支援学習支援学習支援者バ者バ者バ者バンク等の充実ンク等の充実ンク等の充実ンク等の充実 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　青少年の体験活動等における情報提供、支援者の紹介等の充実を図るため、生涯学習人材バンク登録者の募
集を行い、事業の充実を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 登録者の募集、登録者の活用方法（機会拡充）の検討

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　教育委員会主催の「市民ふれあい塾」等の生涯学習講座において、登録者に講師をつとめていただき、その活用
を図った。
　また、バンク利用者の広いニーズに対応できるよう、平成２５年度よりバンクへの登録を個人だけでなく団体も可
能とし、制度の充実を図るとともに団体からの新規登録を得て登録者の充実を図った。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各種団体等との協力連携の充実

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　生涯学習コーディネーターの会員を通し、他の団体等と協力連携し、講座の企画を実施した。これにより市民の
学習提供の場づくりができた。
　「(特）子どもと文化のＮＰＯ子ども劇場西多摩」と連携し、家庭の日推進事業「親子観劇会」とそのＰＲ活動の充実
を図った。

課　　題
　求められる人材の分野に偏りがある。また依頼件数が少ないため、より多くの団体に活用してもらえるよう、ＰＲを
強化する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　事業の企画や実施が更に円滑に進むよう、関係団体と連携・調整を密に図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

87878787 　　　　民民民民間教育事業間教育事業間教育事業間教育事業者者者者との連携・協力体制事業の充実　　との連携・協力体制事業の充実　　との連携・協力体制事業の充実　　との連携・協力体制事業の充実　　 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　市民の学習機会の充実を図るため、さらなる各種団体等との協力連携を進める。

88888888 　公　公　公　公民民民民館における市館における市館における市館における市民企民企民企民企画講座の開画講座の開画講座の開画講座の開催催催催支援支援支援支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　市民参加の促進と協働による生涯学習活動の推進を図るために、公民館利用団体の企画による講演・講座を市
民との協働により実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 市民企画講座の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市民参加の促進と市民との協働による生涯学習活動を支援するために、社会教育関係団体等から自主企画講
座を募集し、４講座を実施した。平成２５年度実績：「生誕２５０年 俳人 小林一茶を語る」参加者５８人、「浴衣の着
付け教室」参加者２２人、「つくって遊ぼうアニメイム」参加者２６人、「みんなで歌おう懐かしい歌・童謡・唱歌」参加
者５２人。

課　　題
　市民の生涯学習活動への取組に意欲を感じる事業が多かった。今後も市民との協働による自主企画講座の充
実を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

　図書館事業の多様な分野において、図書館ボランティアとして活動するための知識や技術の習得とすでに活動し
ているボランティアがレベルアップするために養成講座を実施した。
　（〔障がい者サービス〕ＤＡＩＳＹ講習会：１３人参加、〔児童サービス〕読み聞かせ講座：４人参加、〔図書館サービ
ス〕書架整理ボランティア養成講座：２人参加）
　障がい者サービスに関しては、関係団体と連携して内容を検討し、効果的な技術・知識の習得に取り組んでい
る。特に今年度は、平成２４年度の音訳講習（初級：社協・中級：図書館）の修了者を対象に、音訳技術を生かして
さらにＤＡＩＳＹの編集ができるよう、ＤＡＩＳＹ講習会（初級）を実施した。
　これにより、活動する団体の基盤強化が図れた。
　児童サービスに関しては、図書館におけるおはなし会の他、児童館でのおはなし会や幼児クラブ（わらべうた中心
のおはなし会）への派遣により、活動の場の提供を拡大している。また、ボランティアグループによる人形劇も図書
館３館で実施した。
　布の絵本作成では、タイトル数、冊数が増え、親子に好評を得ている。
　整架整理ボランティア講座の受講者は少人数であるが、毎年中央図書館で実際に活動する人数が増え、ほぼ毎
日活動の場を提供する状態になっている。
　多様な分野のニーズに合わせて養成講座を実施し、必要な知識や技術を習得し活動することで、図書館サービ
スの充実が図れた。

※DAISY　普通の印刷物を読むことが困難な人のための情報システム。CD－ROMによって提供されている。

　教育基本計画（第2次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

89898989 　図書館市　図書館市　図書館市　図書館市民民民民協協協協働働働働事業の充実事業の充実事業の充実事業の充実 図書館

事業の概要
　視覚障がい者への音訳、幼児に対する読書導入事業（おはなし会）をはじめ、図書館サービスの各分野において
市民との協働を推進するため、各種ボランティアの養成講座等を開催して技術・知識を習得していただくとともに、
活動の機会と場の提供の拡大を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】
障がい者サービスボランティア養成講座の実施、児童サービスボランティア養成講座の実
施、図書館業務ボランティア養成講座の実施、活動機会と場の提供の拡大

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

 生涯学習活動に意欲的な市民との協働により、市民が企画する講座を実施している。今後も多様な学習活動になる
よう企画講座の充実を図っていく。

【図書館】

　障がい者サービス・児童サービス・図書館業務の各分野におけるボランティア養成の講座を開催して、ボランティア
として活動するための知識・技術を習得してもらい、市民との協働による図書館サービスの充実に寄与している。
　また、実際に活動する場所についても、図書館に留まらず児童館や幼児クラブなどへの派遣によって増加し、学習
の成果を活用した市民参加の拡大が図れている。
　これまで活動をしてきたボランティアスタッフの高齢化に伴い、新たに活動に参加できる人員を確保することと、ボラ
ンティアとして活動するための知識や技術も、情報化社会の進展など周辺状況の変化に伴って高度化しているため、
養成段階における内容の更新や、継続的なフォローアップが必要な状況となっている。
　新たにボランティアとして活動開始する人数は少ないが、着実に技術を身に着けて、継続してボランティアとして活
動してもらえるようにするため、本事業の重要度は高い。

課　　題
　ボランティアスタッフの高齢化に伴い、新たに活動する人員を確保すること。
　情報化の流れの中で、活動するためのスキルが高度化しているため、これに合わせた養成講座の企画が求めら
れている。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　生涯学習講座において、人材バンク登録者に講師をつとめていただくなど、その活用を図るとともに、登録者を個人
だけでなく団体にも対象を広げるなど、制度の拡充を図り、新規登録者の獲得に努めたが、求められる人材の分野に
偏りがあることや、依頼件数が少ないなどの課題がある。今後はより多くの団体に活用してもらい、市民の知識や技
能を更に活用できるよう、この制度の内容の充実やＰＲを図っていく。
　民間教育事業者との連携・協力体制事業の充実については、今後も生涯学習コーディネーターの会や「子どもと文
化のＮＰＯ子ども劇場西多摩」などと連携し、民間の情報やノウハウを活用して講座や観劇会の企画を実施してきた。
今後もこうした手法を有効に活用し、継続的に連携協力を進め、事業の充実を図っていく。

【生涯学習スポーツ課：公民館】
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＤＤＤＤ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　指定管理業務として、ルピア施設の維持管理、貸出及び自主事業を運営。自主事業の参加者は教養セミナーで
１１２人、自主事業で延べ５，９０９人の多くの参加を得ることができた。指定管理者が常駐して管理することで、利
用者に対し、よりきめ細やかな対応をすることができた。

 基本施策 ２４　 基本施策 ２４　 基本施策 ２４　 基本施策 ２４　 　社会教育施設の整備充実と有効活用適性利用の推進　社会教育施設の整備充実と有効活用適性利用の推進　社会教育施設の整備充実と有効活用適性利用の推進　社会教育施設の整備充実と有効活用適性利用の推進

90909090 　　　　あきあきあきあきるるるる野野野野ルルルルピピピピア指定ア指定ア指定ア指定管管管管理理理理者者者者の適正な運の適正な運の適正な運の適正な運営営営営指導　　指導　　指導　　指導　　 生涯学習スポーツ課

課　　題
　市民に多様な学習機会の提供が図られているものの、支出が収入を大きく上回っており、収支のバランスを図る
ことが大きな課題である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「施設の効率的な管理運営」の事務事業として継続する。

事業の概要
　あきる野ルピアを指定管理者が運営管理することにより、民間の能力を活用した市民の生涯にわたる学習活動
の振興を図るとともに、市民相互の交流を深め豊かな地域社会の形成を図る。また、運営状況を点検し、適正な運
営指導を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 指定管理者による管理

91919191 　中　中　中　中央央央央公公公公民民民民館施設運館施設運館施設運館施設運営営営営の充実　の充実　の充実　の充実　 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　公民館は生涯学習事業の拠点として、より多くの学習の場を提供するものとして、学びの場としての各種講座・事
業を実施するとともに、公民館活動やサークル活動を支援するための公民館施設の貸出し、学習成果を生かした
生涯学習事業の推進を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 サークル活動を支援するための施設の貸出、学習成果を生かした生涯学習事業の推進

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　平成２５年度から施設の貸出しについて指定管理者制度を導入した。利用件数が５，６０７件、利用者数が
８６，５９７人あった。祝日と第１及び第３火曜日を除く火曜日を開館とした。公民館使用団体や文化団体連盟等の
連絡調整事業を充実することで、学習グループの育成とネットワークづくりを支援した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 改修計画の策定

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　平成２５年度から施設の管理業務について指定管理者制度を導入した。指定管理者と協議し修繕等を実施した。
　また、一部の部屋の照明をＬＥＤに変更した。

課　　題 　指定管理者制度の導入後も、市民サービスの低下を招かないよう、指定管理者と協議を行っていく。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　指定管理者と協議し、雨漏り等の改善について検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

92929292 　公　公　公　公民民民民館施設及び設備の充実　館施設及び設備の充実　館施設及び設備の充実　館施設及び設備の充実　 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　市民が安全かつ安心して生涯学習活動ができるように、公民館施設及び設備の充実を図る。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅢⅢⅢⅢ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

93939393 　　　　秋川秋川秋川秋川体育館の体育館の体育館の体育館の管管管管理運理運理運理運営主営主営主営主体の体の体の体の検討検討検討検討 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　五日市ファインプラザの指定管理による管理運営効果を踏まえ、市民へのサービスの向上と効率的な運営をさら
に進めるため、秋川体育館への指定管理者制度の導入を実施した。

【２５年度実施計画 】 指定管理制度の導入

取組状況 　多様化する市民ニーズに、効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の力を利用し、住民サービ
スの向上を図る目的から、平成２５年４月より指定管理制度を導入した。
  トレーニング機器の入替えや９月から開館日を第１、第３火曜日以外を開館し市民サービスの充実を図った。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

【２５年度実施計画 】 電子化資料の整備、情報検索端末の提供、有線ＬＡＮ提供の検討

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　図書館４館に１６台設置しているインターネット情報検索端末は、家庭内のインターネット環境の充実に伴い、平
成２２年度をピークに利用実績は減少している。しかし、家庭内にインターネット環境のない小学生や高齢者などを
中心に延べ８，０３２人の利用があり、情報のバリアフリー化に加え、多様化する市民のニーズに対応したインター
ネット上の情報を利用者に提供することができた。
　有線ＬＡＮ提供の検討については、公共図書館として提供を行う以上、インターネット情報検索端末と同程度の閲
覧制限をかけることが必要であるが、現状では制限をかけることが難しいことが確認できた。このため、現段階での
導入を見送ることと判断した。
　また、電子書籍はスマートフォンやタブレット端末の普及に伴い大幅に市場が拡大しているものの、現状では”写
真集”や”コミック”といったジャンルに偏っている。実際に導入している公共図書館は増えてきているが、市の選書
基準と照らし合わせ、今年度は時期尚早として導入を見送った。
　平成２６年１月２１日より開始された国会図書館のデジタル化資料送信サービスについては、機器・設備等の環
境整備が必要なことから今年度の導入はできなかったが、同じく国会図書館でサービスを提供している「歴史的音
源」のデータ配信に登録し、中央図書館で利用者への提供を開始した。

課　　題 　指定管理制度の効果確認のため継続してモニタリングを実施する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　指定管理者制度導入により事業完了のため廃止する。

課　　題 　国会図書館のデジタル化資料送信サービスを導入し、電子化された資料を提供できるよう環境を整備する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第2次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

94949494 　　　　情報情報情報情報化社会に対応した設備の充実化社会に対応した設備の充実化社会に対応した設備の充実化社会に対応した設備の充実 図書館

事業の概要

取組状況

課　　題 　DAISY製作に対応できるボランティアの確保と、DAISY化するための技術習得が課題である。

　図書館では、 図書資料に加え、電子化された資料の充実を図るとともに、インターネット上にある様々な情報から
も市民が必要とする情報が得られるよう、インターネット情報検索用の端末を整備し情報を提供をする。

95959595 　　　　障障障障がいがいがいがい者者者者支援支援支援支援ササササーーーービビビビスの充実スの充実スの充実スの充実 図書館

事業の概要
　視覚障害などで通常の方法では読書が困難な方や、図書館に来館することができない方に対し、対面朗読や録
音資料の作成、郵送サービスなどを行い、図書館サービスの向上を図る。

【２５年度実施計画 】 対面朗読の実施、録音資料の作成、郵送等サービスの実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第二次）の基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

取組状況

　障害などにより通常の活字で読むことが困難な利用者に対し、録音図書・点字図書の貸出や録音資料の作成、
対面朗読等を実施し、利用者の状況に応じた生涯学習支援を実施した。
　図書館で音訳化している資料のうち毎日新聞の書評欄「今週の本棚」については、カセットテープで作成し希望す
る方へ提供してきたが、26年度からDAISY化できるよう音訳ボランティアと調整・検証を重ね、昨年度の課題であっ
た録音図書作成マニュアルを整備した。書評欄「今週の本棚」については、仕様書を完成することができた。
　また、点字サークルの団体が図書館で活動ができるように調整を図り、点字図書作成の依頼があった場合の体
制についても整備した。

59



主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　西多摩地域広域行政圏８市町村図書館連携事業では、８市町村の図書館ガイドを作成・配布し、利用のＰＲを実
施した。
　構成市町村間の利用実績調査と情報交換・研修を実施し、連携事業の課題解決に取り組んだ。
　八王子市・昭島市連携事業では、ホームページなどによりＰＲするとともに、毎月利用実績の調査を行い、相互の
情報交換を実施した。
　八王子市大学図書館連携に関しては、ホームページなどでＰＲを実施した。
　市民が利用できる図書資料の増加と、より専門性の高い図書資料の提供により、市民の生涯学習活動を支援し
た。

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第2次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

96969696 　　　　西多摩西多摩西多摩西多摩地域地域地域地域広広広広域行域行域行域行政圏政圏政圏政圏及び及び及び及び近隣近隣近隣近隣市との図書館連携事業の実施市との図書館連携事業の実施市との図書館連携事業の実施市との図書館連携事業の実施

取組状況

【２５年度実施計画 】
西多摩広域行政圏８市町村図書館連携、八王子市・昭島市連携、八王子市大学図書館連
携の拡充

課　　題
　大学図書館の利用状況に関する統計がとれないため、大学図書館利用の成果が検証できない。
　専門資料が必要な利用者に大学図書館の所蔵資料確認や利用案内がスムーズに行えるよう、各館カウンターで
の対応マニュアルの作成と研修の実施が必要。

【生涯学習スポーツ課：スポーツ推進】

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　あきる野ルピアは平成２１年度から指定管理制度を導入して施設の維持管理や生涯学習事業を実施している。教
養セミナーや自主講座を開催して多くの参加者を獲得するなどその効果が得られているが、予定以上に人件費がか
かっておりその抑制などが課題となっていた。平成２５年度で、これまで指定管理をしてきた事業体との契約期間が満
了となることから検証行い、平成２６年度からは新たな事業体に指定管理することとなった。新たな事業体に指定管
理を委任することによって、施設のより適正な管理・運営を図る。

図書館

事業の概要
　市民が利用できる図書資料の増加と、より専門性の高い図書資料の提供ができるよう、近隣の市町村図書館や
大学図書館等との広域的連携を推進する。

方 向 性

　平成25年4月から秋川体育館の管理運営と公民館の施設管理及び窓口業務について指定管理者となった。
　指定管理者とは、モニタリング調査をはじめ月例会等を持って、施設利用の市民に使いやすい施設となるように工
夫をしていく。

【図書館】

　近隣の市町村図書館や大学図書館等との広域的連携を推進することにより、市民が利用できる図書資料の増加
と、より専門性の高い図書資料の提供を可能としている。また、図書資料に加え、電子化された資料の充実とインター
ネット情報検索用端末の整備と提供により、インターネット上にある様々な情報からも市民が必要とする情報が得ら
れるよう取り組んでいる。さらに、障がい者支援のサービスを充実させており、「いつでも、どこでも、だれもが学び情
報が活用できる図書館」として、施設の有効活用が図れている。
　情報化社会の進展に伴い、電子書籍や障がい者サービスのＤＡＩＳＹなど、新たなサービスの展開が始まっており、
これらに対応する設備の充実が課題となっている。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＡＡＡＡ

ⅢⅢⅢⅢ

内容

 基本施策 ２５　 基本施策 ２５　 基本施策 ２５　 基本施策 ２５　 　市民スポーツの推進　市民スポーツの推進　市民スポーツの推進　市民スポーツの推進 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

97979797 　スポーツ　スポーツ　スポーツ　スポーツ振興振興振興振興計画の策定計画の策定計画の策定計画の策定 生涯学習スポーツ課

課　　題 　スポーツ推進計画の実施に向け、アンケート調査等を実施し課題を検討する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

事業の概要 　スポーツ推進施策を体系的かつ計画的に推進するため、スポーツ推進計画を策定した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 策定を行った。

98989898 　第６　第６　第６　第６８８８８回国回国回国回国民民民民体育体育体育体育大大大大会開会開会開会開催準催準催準催準備活動及び施設、設備の備活動及び施設、設備の備活動及び施設、設備の備活動及び施設、設備の整整整整備の実施備の実施備の実施備の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　平成２５年（２０１３年）東京都において開催された第６８回国民体育大会の成功に向け、市民啓発活動等全市的
な取組を行った。実行委員会内に、各専門委員会を設置し、競技会の開催だけでなく、全国から訪れる選手団、応
援団等を市全体で迎えられるよう機運の醸成と円滑な運営が行えるよう諸準備を行った。
　また、平成２３年度より、ソフトボール競技の会場地となる「あきる野市民球場及び市民運動広場」の常設、改修
工事を実施し、平成２４年度の国体リハーサル大会及び平成２５年度の国体本大会の開催に向けた競技場整備を
実施した。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　あきる野市スポーツ推進計画市民検討委員会と庁舎内の部会において、市の実情に即したスポーツ推進施策の
検討を行いスポーツ推進計画を策定した。
　なお、東京都のスポーツ推進計画の方向性に合わせることとしていたため、平成２５年８月の策定となった。
　また、スポーツ推進審議会設置条例を制定し、スポーツ推進計画を効率的かつ効果的に推進できるよう審議検
討をする体制づくりを行った。

取組状況

【２５年度実施計画 】

市民啓発活動、施設整備及び実行委員会等の運営等を推進するとともに、都、競技団体及
び関係市町村と連携を図り、平成25年に開催された東京多摩国体及びそのリハーサル大会
の成功に向け事業を推進した。また、両大会の運営に万全を期する目的から、市組織内に
「大会実施本部」を設置し、全庁的な取り組みを行った。

A：計画以上にできた　B：できた　C：概ねできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　東京多摩国体〈スポーツ祭東京2013〉及びそのリハーサル大会を広く市民に周知できるよう、市内で開催される
各種イベント等に積極的に参加し、広報活動を行った。また、全国から訪れる選手、監督、大会関係者等を市民一
丸となって「おもてなしの心」を持って温かく迎えられるよう、市内幼稚園・保育園・小中学校を中心に「花いっぱい
運動」、「環境美化活動」等の市民運動にも積極的に取り組んだ。
　大会運営の検証を図る目的から、市組織内に「大会実施本部」を編成し、体育協会・スポーツ推進委員を含むボ
ランティアとの連携を図り、第68回国民体育大会競技別リハーサル大会（ソフトボール競技及び自転車競技（ロー
ド・レース）を実施した。
　大会運営に係る契約等については、すべて実行委員会において行う必要があることから、市関係部署（契約管財
課）と連携を図り、業者選定に係る委員会を設置するとともに、業者選定に係る規程を定め、大会運営上必要とな
る「仮設物設置業務・輸送業務・清掃業務・保険業務」等、計画的に諸準備を進めた。
　本大会及び馬術競技リハーサル大会の大会運営について、都・競技団体・関係機関との連携を図り、施設整備
の内容、諸会議の会場及び内容等について調整を図り決定した。
　広報活動に積極的に取り組んだこともあり、あきる野市で開催される東京多摩国体〈スポーツ祭東京2013〉及び
そのリハーサル大会に関する市民への周知は浸透できた。

課　　題

　第６８回国民体育大会の成功に向け、市民の啓発活動や全国から訪れる選手団等を市全体で迎えられるよう機
運の醸成と円滑な運営ができた。また、施設の改修工事も順調に出来、国体リハーサル大会及び本大会の開催が
できた。
　次回の大会へ事務を引き継ぐ事が重要となる。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　事業が完了したため廃止する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

【２５年度実施計画 】 運営支援・普及啓発

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　秋川地区を活動拠点とするあきる野総合型スポーツクラブについては、事務所スペースの提供、体育施設利用
の支援を行っている。
　五日市地区を拠点とする五日市総合型地域スポーツクラブが平成24年3月に新たに設立された。事務所スペー
スの提供及び体育施設利用の支援を行っている。

課　　題 　利用者の増加と知名度のアップ対策

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

99999999 　総合　総合　総合　総合型型型型地域スポーツクラ地域スポーツクラ地域スポーツクラ地域スポーツクラブブブブの設の設の設の設立立立立及び運及び運及び運及び運営営営営支援支援支援支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　国のスポーツ振興策として設置するよう求められている「総合型地域スポーツクラブ」があきる野市においても設
立された。この団体の運営を支援するとともに、新たな団体の設立に向けた啓発活動を行う。

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

100100100100 　スポーツ教室・講習会等の充実　スポーツ教室・講習会等の充実　スポーツ教室・講習会等の充実　スポーツ教室・講習会等の充実 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　トップアスリートによるスポーツ教室、高齢者向きスポーツ講習会、ニュースポーツの普及など、多様なスポーツ
教室を開催する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 普及・拡大

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　スポーツの普及・拡大のため、トップアスリートによるスポーツ教室（水泳とテニス）と高齢者向きスポーツ講習会
としてペタンク講習会、ニュースポーツの普及のためターゲットバードゴルフ講習会を開催した。
　水泳教室　１回　６５人　テニス教室　１回　７７人　ペタンク講習会　９回開催　１１６人
　ターゲットバード講習会　１回　１３人

【２５年度実施計画 】 設備の充実・維持

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題 　高齢化社会を迎えている中、高齢者が気軽にできるニュースポーツの普及に取り組む。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　安全対策のため既存施設の整備をより充実させ、施設の維持を図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

101101101101 　スポーツ施設の充実及び　スポーツ施設の充実及び　スポーツ施設の充実及び　スポーツ施設の充実及び効率効率効率効率的な運的な運的な運的な運営営営営 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　各スポーツ施設の設備の充実を図るとともに、市民の要望に沿った整備を推進し、安全に使用できるよう維持し
ていく。

102102102102 　学校開　学校開　学校開　学校開放放放放施設施設施設施設整整整整備事業の推進備事業の推進備事業の推進備事業の推進 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　学校教育に支障のない範囲で、夜間や土、日曜日など小中学校の体育館や校庭等の施設を開放している。安全
で快適に利用できるよう、施設の整備及び点検を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 整備点検の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　学校設備改修として、各学校の学校開放用校庭トイレの修理と夜間照明用電球交換を実施した。学校開放につ
いては、小学校等１２施設、中学校６校で実施し、利用状況は、９，１６１件、２６４，２５４人であった。また、ナイター
施設設置校である東秋留小学校、西秋留小学校、草花小学校、増戸中学校、五日市中学校では、ナイター施設の
利用状況が６３１件、１９，６３０人であった。各学校を中心とした地域のスポーツ団体に有効に活用され、スポーツ
を通じて地域の活性化に役立っている。
　施設の利用者が安全に快適に利用できるよう整備点検を実施した。

課　　題 　周辺住民への苦情等に対する対応

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「施設の効率的な管理運営」の事務事業として継続する。

　屋内スポーツ施設(３施設）については、指定管理者制度を導入実施し、市民サービスの向上と経費の効率化を
図っている。また、屋外施設(３施設）についても体育協会に業務委託するなど専門性を生かした施設管理を行って
いる。さらに、総合グラウンドや山田グラウンド周辺の植木の伐採等の実施や各スポーツ施設周辺の草刈を実施
し、また、グラウンド整備やネット等の修理や補充を行い、スポーツ施設が安心して利用できるよう整備を行った。

取組状況
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

取組状況

【２５年度実施計画 】 「指定管理者選定の準備」を実施する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　年度内２回の定期モニタリングを実施した。また毎週１回の現場確認モニタリングを実施した。
　利用者数の増加と利用料金収入が増加した。
　利用者数１５９，６３７人　対前年３５２人の増加。

課　　題 　市民が利用しやすい施設にするため、モニタリングを継続実施する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

103103103103 　　　　五日五日五日五日市市市市ファファファファインプラインプラインプラインプラザザザザの指定の指定の指定の指定管管管管理理理理者者者者のののの選選選選定定定定 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　五日市ファインプラザの管理運営の状況を的確に把握し、サービス水準の向上や経費の削減等の効果を検証し
つつ次期の指定管理者の選定の準備を行い選定した。
　また、透明性の確保と住民サービスの向上を図るため、モニタリング実施状況を調査しホームページで公表する
など情報公開に努める。

104104104104 　市　市　市　市民民民民プール運プール運プール運プール運営営営営事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　施設の運営経費、維持管理費を含め、より効率的・効果的な運営を進めるため、指定管理者制度の導入に向け、
平成２３年度から準備を進め、平成２４年度より指定管理者の導入を実施した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 「指定管理者制度の導入」を実施する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　多様化する市民ニーズに、効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の力を利用し、住民サービ
スの向上を図る目的から、平成２４年４月より指定管理制度を導入した。
  利用者数７６，３３９人　対前年△１，４７２人

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題 　指定管理制度の効果確認のため継続してモニタリングを実施する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

105105105105 　い　い　い　いききききいいいいききききセンター運センター運センター運センター運営営営営事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　第２次あきる野市行政改革推進プランに基づき、いきいきセンター２階健康増進フロアーの水着リフレッシュゾー
ン、トレーニング室、サウナ室、１階男女小浴場及び集会室について、運営時間の短縮及び冬季間の運営休止を
継続して実施する。

【２５年度実施計画 】 時間短縮、運営休止

取組状況

【２５年度実施計画 】 実行委員会が実施する大会の運営支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市民が地域連帯の輪を広げ、一堂に会し、スポーツとレクリエーションの場を通じて体力向上と健康増進を図る
一助となるよう市民スポーツ・レクリエーション大会を秋留台公園で実施した。幼児中心の宝物ひろいと、町内会・
自治会対抗競技、小中学校対抗競技、一般参加競技を実施した。また、国体開催に伴い、「ゆりーと」と一緒に「ゆ
りーとダンス」を行い、大会を盛り上げた。
　高齢化等に伴い、参加自治会の減少化が続いている。

課　　題 　効率的運用を実施しつつ、水着リフレッシュゾーンなど利用者の増加を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　町内会・自治会の参加数が減少傾向にあるため、増加策を検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

106106106106 　市　市　市　市民民民民スポーツ・レクリエーシスポーツ・レクリエーシスポーツ・レクリエーシスポーツ・レクリエーショョョョンンンン大大大大会の運会の運会の運会の運営営営営支援支援支援支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　市民が地域連帯の輪を広げ、一堂に会し、スポーツとレクリエーションの場を通じて体力向上と健康増進を図る
一助となるよう実施される市民スポーツ・レクリエーション大会の運営を支援する。

取組状況

　効率的運用を図るため時間短縮及び冬季閉鎖を継続して実施した。

63



主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

107107107107 　市　市　市　市民民民民のスポーツにのスポーツにのスポーツにのスポーツに接接接接する機会のする機会のする機会のする機会の提提提提供（スポーツ環境の供（スポーツ環境の供（スポーツ環境の供（スポーツ環境の醸醸醸醸成）成）成）成） 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　市内最大のスポーツ団体であるＮＰＯ法人あきる野市体育協会,総合型地域スポーツクラブ及びあきる野市ス
ポーツ推進委員と連携し、各種スポーツ大会や講習会の充実を図り、市民のスポーツに関する意識を高めるととも
に、スポーツ事業へ参加する機会を身近なものへとしていく。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各種団体との連携による機会の提供

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　ＮＰＯ法人あきる野市体育協会,総合型地域スポーツクラブ及びあきる野市スポーツ推進委員と連携し各種スポー
ツ大会等を開催し、市民がスポーツに接する機会の提供をした。各大会の参加人員は次のとおりである。
　子どもすもう大会　参加人員　４１８人　ターゲットバードゴルフ大会　参加人員　３４人
　綱引き競技大会　参加人員　１３１人　あきる野市総合スポーツ祭　　参加人員　７，０００人
　小中学生駅伝大会　参加人員　５９２人

取組状況

【２５年度実施計画 】 広域的なスポーツ大会への出場機会の提供

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　ＮＰＯ法人あきる野市体育協会と連携し広域的なスポーツ大会への選手派遣が円滑にできた。
　都民体育大会春季大会、夏期大会、冬季大会、都民生涯スポーツ大会、都民スポ・レクふれあい大会、西多摩地
域広域行政圏体育大会へ選手を派遣した。平成２５年度選手派遣実績　６大会　５８５人

課　　題 　高齢化社会を向かえ高齢者が参加しやすい環境づくりを検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　ＮＰＯ法人あきる野市体育協会と連携し、多くの方に大会参加を呼びかける方法を検討する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

108108108108 　　　　広広広広域的スポーツ域的スポーツ域的スポーツ域的スポーツ大大大大会会会会参加参加参加参加への支援への支援への支援への支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　市民に市町村大会や西多摩広域行政圏体育大会等の広域的なスポーツ大会に出場する機会を提供し、スポー
ツの振興を図る。

109109109109 　市　市　市　市民民民民スポーツスポーツスポーツスポーツ大大大大会の運会の運会の運会の運営営営営支援等支援等支援等支援等 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　市民の運動技術と体力の向上を図るため、各種スポーツ大会を実施するとともに運営の支援を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各種スポーツ大会の実施・運営支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各種スポーツ大会　(子どもすもう大会、ターゲットバードゴルフ大会、綱引き競技大会、市総合スポーツ祭、秋流
子ども体験塾小中学生駅伝大会)を実施・運営支援を行った。
　秋流子ども体験塾小中学生駅伝大会は日の出町、檜原村と連携し広域的に子どもの体力増強が図れた。
　　子どもすもう大会　４１８人　ターゲットバードゴルフ大会　３４人　綱引き競技大会　１３１人
　　あきる野市総合スポーツ祭　７，０００人　小中学生駅伝大会　５９２人

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

課　　題 　大会等を開催する時期や時間を検討する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「スポーツの推進」の事務事業として継続する。

【生涯学習スポーツ課：スポーツ推進】

　平成２５年８月　「あきる野市スポーツ推進計画」を策定し、スポーツ推進の基本方針とし更なる展開を図っていく。
また、体育協会や総合型スポーツクラブと連携し、競技スポーツだけでなく、高齢者や障がい者スポーツの取り組み
を図り、誰もが気軽にスポーツを楽しめるよう各種市民スポーツの推進や施設の充実を図っていく。
　東京多摩国体〈スポーツ祭東京2013〉については、「ソフトボール競技」、「自転車競技（ロードレース）」、「馬術リ
ハーサル大および本大会」の実施にあたり、市組織内に設置した「大会実施本部」及び市民ボランティアとの連携を
図り、すべての大会を滞りなく開催することができた。
　リハーサル大会における反省点等の改善を図り、万全の体制を整え、本大会の成功に向け諸準備を進めるととも
に、全国から訪れる選手・監督等を全市を挙げて歓迎できるよう大会気運の醸成に努めた。
　この大会の開催により、身近な場所で高いレベルの様々な競技を見ることで、青少年の夢や目標をもつ機会とな
り、また、市民のスポーツ活動の醸成が喚起され、更にはボランティア活動などの参加により、スポーツを通じたまち
づくりの推進になった。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 ２６　 基本施策 ２６　 基本施策 ２６　 基本施策 ２６　 　市民文化の振興　市民文化の振興　市民文化の振興　市民文化の振興

110110110110 　アーテ　アーテ　アーテ　アーティィィィスト・イン・レジスト・イン・レジスト・イン・レジスト・イン・レジデデデデンス事業の実施ンス事業の実施ンス事業の実施ンス事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　アートスタジオ五日市を舞台に、国内外から芸術家を一定期間招へいし、滞在中の制作活動を支援する事業を
行うとともに、版画教室等を通じて地域の芸術・文化活動の向上を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 アーティスト・イン・レジデンス事業の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　９月１日から１１月３０日まで、日本人２名、ドイツ人１名の若手版画家を招へいし、アートスタジオ五日市において
版画の創作活動を行った。また、五日市児童館においてワークショップを行い、交流を図った。更に、製作した版画
をスタジオにおいて一般公開し、市民との交流を図った。
　市民に芸術文化と触合う機会を提供することができ、また、地域の小学生や住民との異文化、国際交流を図るこ
とができた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 国際交流活動団体の運営支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　国際化推進事業支援として、あきる野市国際化推進青年の会に補助金を交付した。また、あきる野市国際化推
進青年の会が発行する姉妹都市交流広報紙「Ｍ＆Ａ通信」の市内施設への配布を行い、会の活動と市の国際交
流事業を中学生に広くＰＲすることができた。

課　　題
　過去の招へいアーティストから寄贈された作品を活用できる場を更に設け、有効活用する手法を検討する必要が
ある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化の振興」の事務事業として継続する。

課　　題 　交流団体の活動の更なる充実を図るために、活動のPRや助言等の支援を進める必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化の振興」の事務事業として継続する。

111111111111 　国　国　国　国際際際際交流活動交流活動交流活動交流活動団団団団体の運体の運体の運体の運営営営営支援支援支援支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　国際交流や国際協力を推進するため、市民や国際交流活動団体との連携を強化するとともに、団体の運営を支
援する。

112112112112 　市　市　市　市民民民民文化文化文化文化祭祭祭祭の運の運の運の運営営営営支援支援支援支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　文化活動や社会教育活動を行っている市民団体の日頃の学習活動の成果としての作品展示や舞台発表の場と
して市民文化祭を実施する。運営にあたっては運営委員会を組織し、多くの団体が主体的に参加できるようにす
る。

【２５年度実施計画 】 運営委員会の設置及び支援

取組状況
　あきる野市民まつりの一環として市民文化祭を実施し、市民団体・サークル等の日頃の学習活動の成果としての
作品展示や舞台発表の場を提供している。さらに、文化団体連盟を中心とした市民文化祭運営委員会を組織し、
市と協働で実施した。市民文化祭として、これだけ多くの団体が一同に参加する例は多摩地区にも無く、あきる野
市民まつりの一翼を担っている事業である。
　平成２５年度実績：展示の部６３団体、催し物の部５３団体、参加者２９，４００人。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題
　催し物の部での参加団体が年々多くなり、時間配分の調整が難しくなっている。また、展示の部では、一部団体
の高齢化が進み、参加を見合わせる団体も出てきている。今後、参加団体への支援の方向性を検討する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化の振興」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＤＤＤＤ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 －－－－

ⅢⅢⅢⅢ

内容

取組状況

【２５年度実施計画 】 市民カレッジ講座（２年間）の実施、市民カレッジ公開講座の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市民解説員養成入門講座として市民カレッジ講座（２年間）を実施し、人材の育成を図った。この講座を受講した
ことにより、平成２５年度には４人が市民解説員に認定され、登録者が６１人となった。また、市民解説員に興味の
ある方などを対象に市民カレッジ公開講座を実施し、新たな人材の発掘を行った。

課　　題 　入門講座の応募者に減少が見られるため、講座内容を検討し、充実を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

113113113113 　市　市　市　市民民民民解解解解説説説説員員員員養養養養成事業の推進成事業の推進成事業の推進成事業の推進 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　地域の再発見をテーマに、学習の機会の提供と学習効果を生かしたまちづくり活動として、あきる野市の自然・歴
史・文化の素晴らしさを多くの市民の方に知ってもらうために解説活動を行う市民解説員を養成している。市民解
説員の養成には、資格取得のための市民カレッジ人材養成講座、資格取得後に行う専門研修などを実施すること
で人材育成の充実を図る。
　また、その講座の一部を市民に公開することで、市内の歴史・文化の素晴らしさを知ってもらい、新たな生涯学習
ボランティアの発掘・育成を図る。

114114114114 　　　　秋川秋川秋川秋川キララキララキララキララホホホホール運ール運ール運ール運営営営営事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　秋川キララホールを指定管理者が運営管理することにより、民間の能力を活用した市民の生涯にわたる学習活
動の振興を図るとともに、市民相互の交流を深め豊かな地域社会の形成を図る。
　また、運営状況を点検し、適正な運営指導を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 指定管理者による管理

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　指定管理業務として、秋川キララホールの貸出業務や施設の維持管理及び主催事業、自主事業を運営。主催事
業は５公演で１，９９１人、自主事業は６公演で１，８５４人、共催事業は２公演で１，１５１人の来場者を得ることがで
きた。このほかに支援育成事業とまちづくり推進事業を行った。また、友の会の会員を増やし、アウトリーチ事業とし
て保育園や高齢者施設での無料演奏会を実施するなど、市民にクラシックやキララホールに親しむ場を提供した。
また、利用者に対し、よりきめ細やかな対応を図った。

　秋川キララホール指定管理者制度導入に伴い、平成２４年度で振興協会は解散したために、本件の事業は廃止
となった。なお、本件の事業で実施していたあきる野市吹奏楽団への支援、およびクラシックコンサートを実施する
団体への支援は、指定管理者の事業として位置づけ、青少年指導者等の功労者表彰については、方法を変更して
市が直接行うこととするなど、実施手法の見直しを行った。

課　　題 　支出が収入を上回っているため、収支のバランスを図る必要がる。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化の振興」の事務事業として継続する。

平成２５年度秋川キララホール指定管理者制度導入に伴い、振興協会が解散したため事業を廃止する。

115115115115 　スポーツと　スポーツと　スポーツと　スポーツと音楽音楽音楽音楽ののののまち振興まち振興まち振興まち振興協会運協会運協会運協会運営営営営事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　スポーツと音楽のまち振興協会の振興育成事業として、市立小中学校在校生等へのスポーツ、音楽、芸術、伝統
文化活動、キララバンドに対する支援、あきる野市の若き音楽家の育成に対する支援を実施するとともに、市内の
児童・生徒に童謡・唱歌を通じて、豊かな心と人を思いやる心「郷土あきる野を愛する心」を育む事業として、「日本
の心と郷土愛を育む童謡・唱歌体験事業」を実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】
スポーツと音楽のまち振興協会運営事業の実施、童謡・唱歌体験事業実施目標４小学校。
指定管理者導入に伴い支援団体や支援方法等をプロジェクトチームで検討する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題 －

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価
【生涯学習スポーツ課：公民館】

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

 市民文化の振興には、文化団体連盟の役員や市民解説員は欠かせない存在となっている。市民との協働を育てる
ための 支援や市民解説員養成講座を充実させていく。

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　アーティスト・イン・レジデンス事業については、招へい者による版画の創作活動や作品展等を通して、地域の文化
向上を図り、地域との交流によって国際理解教育の推進に貢献できていることから、今後も継続して推進する。これ
までの招へい者から寄贈された作品を有効活用するとともに、本事業の更なるPRを図ることが課題である。
　国際交流活動団体の運営支援については、あきる野市国際化推進青年の会に対して補助金の交付を行ってきた。
マールボロウ市との交流事業における協力団体として大きな役割を果たしており、その効果は非常に大きい。今後も
継続して補助金を交付し、会の活動を支援する。
　秋川キララホール運営事業については、平成２５年度からは指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用した
特色ある事業や、市民サービスの向上などが図られている。今後も指定管理者制度を有効に活用し、市民文化の向
上を図る。
　スポーツと音楽のまち振興協会運営事業については、秋川キララホールへの指定管理者制度の導入に伴い、振興
協会は平成２４年度で解散となった。振興協会が実施していた事業については、実施主体や実施手法の見直しを行
い、継続とした事業については新たな位置付けで実施していく。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　寄贈・寄託された民具や書籍の保管、整理及び公開を進めた。また、寄贈・寄託された民具や書籍の保管、整理
を実施しすることにより、資料のカード化及びデータ化を図ることができた。

 基本施策 ２７　 基本施策 ２７　 基本施策 ２７　 基本施策 ２７　 　文化財の保護と公開活用の推進　文化財の保護と公開活用の推進　文化財の保護と公開活用の推進　文化財の保護と公開活用の推進

116116116116 　文化　文化　文化　文化財資財資財資財資料料料料収集収集収集収集保保保保管管管管事業の充実事業の充実事業の充実事業の充実 生涯学習スポーツ課

課　　題 　今後増え続ける収蔵品を適正に保存管理できるスペースの確保が課題である。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

事業の概要
　出土した考古資料や寄贈・寄託された化石や民具、寄贈図書などを五日市郷土館及び二宮考古館において適正
に保存管理する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 資料の収集及び適正な保存管理の実施

117117117117 　伝統　伝統　伝統　伝統芸能芸能芸能芸能保保保保存存存存活動の支援活動の支援活動の支援活動の支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　農村歌舞伎の伝承に必要な道具類を二宮考古館に保管して歌舞伎保存団体に適宜提供するとともに、それらの
使用等に関して指導・助言を行う。
　また、囃子や獅子舞などの保存団体で構成する連合会の活動に対して、指導・助言を行う。さらに、全国地芝居
サミット開催に向けた準備調査を進める。

取組状況

【２５年度実施計画 】 歌舞伎用具の保管・提供、芸能保存団体指導・助言、地芝居サミット開催準備調査

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　秋川歌舞伎保存会と菅生一座の公演に対して、道具類の提供及び各種指導・助言を行った。
　囃子や獅子舞などの公演や伝承活動に関して、保存団体への指導・助言を行った。
　あきる野市で全国地芝居サミットを開催するため、全国地芝居サミットあきる野市開催準備委員会を開催し、サ
ミット開催に向けた各種の検討と準備を行った。
　農村歌舞伎や囃子・獅子舞などの郷土芸能を多くの人に公開することができ、団体の保存継承の意識を高めるこ
とができた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 資料館の企画展等の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　五日市郷土館では古文書をわかりやすく解説した企画展を行った。また、毎週土曜日には石臼などの民具や昔
の遊びを体験できる企画展「さわれる土曜日」を行った。
　二宮考古館にて「あきる野市の石造物」や都指定無形民俗文化財の「秋川歌舞伎」を紹介した特別展を行った。
また、毎週土曜日には土器や石器に直接さわれる企画展「さわれる土曜日」を行い、子どもから大人まで多くの市
民の人気を得ることができている。

課　　題 　各保存団体の伝承活動や演技披露が活発になるよう、指導・助言やPRを更に図っていく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　民具等の収蔵施設が老朽化し、適正な保存管理ができない状況にある。また、五日市郷土館の展示設備は固定
式であることからに大きな展示替えができない状態にある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

118118118118 　　　　資資資資料館の料館の料館の料館の展示展示展示展示の充実の充実の充実の充実 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　五日市郷土館、二宮考古館の常設展示や企画展・特別展等の開催を通して市の歴史や民俗、自然などに関する
情報を市民に提供する。
　また、市民の郷土学習に際して必要な資料や情報の提供、解説、助言、指導等を行う。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

119119119119 　文化　文化　文化　文化財財財財講座等開講座等開講座等開講座等開催催催催事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　伝統文化や文化財等への理解を深めるため、五日市郷土館においては機織り、餅つきなど、昔の生活を体験す
る教室、また、二宮考古館においてはまが玉、アンギンづくり教室などを開催する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 文化財講座等の開催

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　五日市郷土館で機織り、餅つきの体験教室を行った。また、劇団き楽座による紙芝居を交えて郷土の偉人を紹介
する「萩原タケ物語」を行った。二宮考古館では、まが玉づくり、アンギンづくりと、毎週土曜日に文化財キーホル
ダーづくりの体験教室を行った。体験教室には、親子を含むたくさんの参加者を得ることができた。

【２５年度実施計画 】 古文書の調査研究の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題
　参加者の少ない講座については、より多くの参加者を得るために事業のホームページなどを活用してPRを充実さ
せる必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

取組状況
　五日市郷土館の静原家他の未整理文書の点検・整理・調査を行った。これにより古文書の目録が作成でき、資
料の活用ができるようになった。

課　　題 　古文書（近世地方文書）の調査研究員の高齢化により、その後継者育成が必要である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

120120120120 　　　　収蔵資収蔵資収蔵資収蔵資料調査研究事業の実施料調査研究事業の実施料調査研究事業の実施料調査研究事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　五日市郷土館で収蔵する古文書（近世地方文書）の調査研究を実施する。また、寄託収蔵しているミエゾウの調
査研究を実施する。

121121121121 　　　　埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化財財財財調査及び調査及び調査及び調査及び管管管管理事業の実施理事業の実施理事業の実施理事業の実施 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　各種開発工事に対して文化財保護法に基づいて適正に指導するとともに、提出された発掘届に基づき、必要に
応じて埋蔵文化財の試掘調査及び立会い調査を実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 開発に伴う埋蔵文化財調査の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　埋蔵文化財包蔵地の問い合わせが８８９件、届出・通知が６７件あった。
　国庫補助事業として試掘調査を６件を行った。立会い調査は１６件行った。
　試掘調査や分布調査によって、遺跡の広がりかたなどについてより詳しい情報を得ることができた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 市指定文化財所有者に対する文化財公開の働きかけ

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　五日市郷土館の開館に合わせて旧市倉家住宅の公開を行った。また、「ヨルイチ」に合わせて、旧市倉家住宅を
活用して市民解説員による昔話の語りのイベントを行った。
　五日市郷土館では、３件の市指定文化財の公開を行った。
　二宮考古館では、３件の市指定文化財の公開を行った。
　これらによって指定文化財の価値や特徴を、来場者に理解してもらうことができた。

課　　題
　必要な手続きをとらないで開発事業を実施している事業者がいるため、窓口に来た事業者に対して文化財保護
法を遵守してもらうよう、より指導を図っていく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　市民が指定文化財に触れる機会を更に増やすために、公開のための企画やPRの充実を図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

122122122122 　指定文化　指定文化　指定文化　指定文化財財財財公開の公開の公開の公開の促促促促進進進進 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　市民が文化財に触れ、身近に親しむ機会を提供するため、市指定文化財の公開促進を図る。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

123123123123 　　　　郷土郷土郷土郷土学習の支援学習の支援学習の支援学習の支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　五日市郷土館、二宮考古館の展示に関わる市民解説員への解説研修の実施や、小学校社会科授業等での歴
史や民俗等の解説を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 市民解説員研修及び社会科授業解説等の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　幼稚園１園、小学校８校、中学校１校の見学に対して、市民解説員による解説を行った。
　市民解説員が学習した成果を活用する場として、その機会を提供することができ、子供など多くの来館者から好
評を得ることができた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 文化財調査の実施、文化財図書の発行、指定文化財公開の支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　郷土あれこれ」の第２５号「あきる野市の野鳥」の発行を行った。
　東京文化財ウィークの期間中、１４件の国・都指定文化財の公開を行った。
　東京文化財ウィークを活用して、普段では見学できない文化財を特別に公開してもらうことができたことで、市民
等の郷土学習の機会を提供することができ、その推進を図ることができた。

課　　題 　市民解説員の制度をより活用してもらうために、更にそのPRを図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　東京文化財ウィークにおいてこれまで公開されていない文化財についても、所有者の協力を得られるよう呼びか
けを行っていく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

124124124124 　文化　文化　文化　文化財財財財の啓発の啓発の啓発の啓発 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　市内文化遺産に関する調査や情報収集を行うとともに、「郷土あれこれ」を発行して市民に市の歴史や文化財に
関する情報を提供する。
　また、東京都による文化財ウィークの開催に際し、指定文化財所有者による文化財の公開を支援する。

125125125125 　　　　無形無形無形無形文化文化文化文化財財財財の伝の伝の伝の伝承承承承支援支援支援支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　都指定無形文化財「軍道紙」の保存に関し、円滑な伝承が図れるよう、都及び伝承施設管理者との調整などを行
い、助言、指導を行う。

【２５年度実施計画 】 軍道紙伝承支援の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

課　　題
　軍道紙を円滑に伝承するためには組織体制の充実と後継者の育成等を推進する必要があることから、保存会や
関係課と調整を進め、手法の検討を進める必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

　軍道紙の製造技術を円滑に伝承できるよう、技術保存団体である軍道紙保存会及び施設の所管課等に対して指
導・助言を行った。
　軍道紙保存会が年間を通じて技術伝承を図る方策の構築について、支援することができた。

取組状況
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

取組状況

【２５年度実施計画 】
保存事業の実施、デジタルデータ化の推進、アーカイブへの追加公開、保存・掲載資料の収
集

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　あきる野市デジタルアーカイブ「深沢家文書検索」内に、昨年度デジタル化した版木画像４コマ、
図書の画像３１，８９９コマを搭載し公開した。また、「あきる野市と自由民権運動」内に「千葉卓三郎『読書無益論』」
の解説ページを新規に作成するとともに別ページへのリンクを追加した。「あきる野市の文化財」内には３点の写真
資料を追加した。
　文書資料整理作業を図書の部５４２点について延２１名で作業した。また、寄託文書7枚を修復した。
　市内の歴史及び文化、当時の風景をデジタルデータ化し、デジタルアーカイブにて公開することにより市民が手
軽に見ることができるため、あきる野市の文化遺産保護への意識付けに成果を上げている。

課　　題
　当該事業は、資料の調査収集から情報発信まで、事務量の多い事業であり、時間的にも経費的にもかかってしま
う。このため、複数のコンテンツ作成のプログラムを、サイクルをずらして実施し、経費の平準化と持続的な情報の
発信ができるように取り組む必要がある。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

№８４「地域・行政資料の充実」と統合し、地域資料に関する収集から情報発信までの事業を一本化して
充実を図る。
教育基本計画（第2次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

126126126126 　地域　地域　地域　地域資資資資料の料の料の料の電電電電子子子子デデデデータ化によるータ化によるータ化によるータ化による情報提情報提情報提情報提供と活用の供と活用の供と活用の供と活用の促促促促進進進進 図書館

事業の概要

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　写真資料のデジタル化や民具資料のデジタル化したデータの整理を行い活用して行った。
　文化財資料のデジタル化を行ったことにより、資料のホームページでの掲載や展示公開に際してのデータの整備
を図ることができた。

　五日市憲法草案をはじめとする地域資料を、劣化・散逸させないよう電子データ化することにより保存・整備し、情
報提供等により活用を促進する。

127127127127 　市　市　市　市民民民民解解解解説説説説員による解員による解員による解員による解説説説説活動の充実活動の充実活動の充実活動の充実 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　地域における生涯学習の推進を図るため、あきる野市の自然・歴史・文化についての解説活動を通して習得した
知識と技術を多くの人々に伝えることを目的に市内探訪、社会教育施設等での解説活動等を実施する。

128128128128 　　　　資資資資料の料の料の料のデデデデジタル化による活用の充実ジタル化による活用の充実ジタル化による活用の充実ジタル化による活用の充実

課　　題 　今後は、さらに資料のデジタル化を進め、市民に情報の発信を行う必要がある。

取組状況

【２５年度実施計画 】 解説活動の実施及び解説機会の充実を図る。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市民解説員（登録者６１人）が五日市郷土館・二宮考古館の定期解説をはじめ、市内探訪、親子自然体験学習等
の解説員活動を実施した。
　２５年度実績：市内探訪４回、参加者５２人。解説活動：１１１回、参加者２，４０６人。

取組状況

【２５年度実施計画 】 文化財資料のデジタル化と活用の実施

生涯学習スポーツ課

事業の概要 　市の指定文化財等の資料をデジタル化し、市民に情報提供する。

課　　題 　解説員活動を推進・充実していくため、解説の場の整備と、解説活動の充実・レベルアップを図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の保護と活用の推進」の事務事業として継続する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「文化財の活用の推進」の事務事業として継続する。
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課：文化財】

　文化財資料収集保管事業の充実については、寄贈された民具や図書等の整理を行ったが、収蔵できるスペースに
余裕が無く、市民からの寄贈の申出への対応や、必要な資料の収集ができない状態にある。資料の収集が円滑にで
き、適切な保管が図れるよう、収蔵スペースの確保が課題である。
　伝統芸能保存活動の支援については、秋川歌舞伎などの農村歌舞伎や、囃子、獅子舞などの伝承活動に対して指
導・助言を行い、また各種イベント等において支援し、伝統芸能の保存と公開を推進することができた。今後も、継続
して助言・指導等を行い、伝統芸能の保護と公開を支援する。
　資料館の展示の充実については、常設展示のほか各種の企画展を開催している。展示設備が固定式であるため
に大きな展示替えができないのが課題であるが、市民に郷土の特質を理解してもらうために必要な事業であるため、
今後も工夫をしながら継続して実施していく。
　文化財講座等開催事業の充実については、各種の体験教室や歴史講座を開催し、子どもを中心に多くの参加を得
ている。子どもや大人に市の歴史や自然に対して興味をもってもらうために必要な事業であり、今後も継続して実施し
ていく。
　郷土資料調査研究事業の実施については、郷土館に収蔵する古文書の整理・調査を計画どおり実施した。脆弱な
古文書資料を適切に保存・管理し、市民の活用に供するために必要な事業であるため、今後も継続して実施するが、
この事業を担当する嘱託員の高齢化が課題である。
　埋蔵文化財調査及び管理事業の実施については、市内で開発工事を予定している事業者に対して、文化財保護法
に基づく適切な指導・助言や、発掘調査による遺跡情報の収集を図ることができた。法に基づく事業であり、今後も継
続して実施する。

【生涯学習スポーツ課：公民館】

　市民解説員の活動の場を、更に広げていく。

【図書館】

　市民の文化遺産への理解を深めるとともに、まちづくり・地域づくりの基礎ともなる地域資源について、継続して収集
に努め、原資料では公開・活用が図れない資料を中心にデジタル化し、デジタルアーカイブで公開することにより活用
の促進が図れている。
　本事業は、資料の収集、整理、修復、保存、調査、から、原稿作成、著作権許諾、デジタル化、デジタルアーカイブ
のページ作成など、数多くの地道な作業を経て初めて情報発信できるものである。このため、単年度で多くの成果を
上げることはできないが、地域の貴重な資料であり、地道に継続して実施していく必要がある。
　教育基本計画（第二次）においては、№８４「地域・行政資料の充実」と統合し、基本施策「生涯学習活動の推進」の
一事業に変更する。また、事業名を「地域・行政資料の収集と情報提供の充実」とし、地域資料に関する収集から情
報発信までの事業を一本化して充実を図る。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 ２８　 基本施策 ２８　 基本施策 ２８　 基本施策 ２８　 　学校安全安心対策の強化　学校安全安心対策の強化　学校安全安心対策の強化　学校安全安心対策の強化 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

129129129129 　学校　学校　学校　学校安全安全安全安全ボランテボランテボランテボランティィィィアへの支援アへの支援アへの支援アへの支援 教育総務課

事業の概要
　学校や家庭、地域、関係機関等が相互理解と連携を深め、子供を守る体制を強化する。
　また、小学校区を中心として、家庭・地域と連携した学校安全ボランティアを組織し、児童の登下校の安全指導の
徹底を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即したボランティア組織及び取組への支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　学校安全講習会を実施し、見守り活動のポイントや道路交通法等について、活動に係る情報を提供した。
　また、学校安全推進会議において、各地域の学校安全ボランティアが活動内容を発表する場を設け、他の地域
の活動を確認し、吸収する場を設けた。
　これにより登下校中の児童・生徒の安全対策について充実が図れた。
　また各地域で行なう学校安全活動が、地域力充実の１つの機会となった。

取組状況

【２５年度実施計画 】 情報共有に向けた関係機関との連携強化

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　不審者情報を関係機関とファックスにより情報共有した。
　市内学校及び関連諸機関と情報共有により、登下校の安全強化を図った。

課　　題 　学校安全ボランティアと学校やスクールガードリーダー等との連携が、より一層図れるよう検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校安全安心対策の強化」の事務事業として継続する。

課　　題 　関係機関と連携して、より迅速な不審者の情報共有していく。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校安全安心対策の強化」の事務事業として継続する。

130130130130 　　　　不審者情報不審者情報不審者情報不審者情報のののの共有共有共有共有 指導室

事業の概要 　学校、地域から寄せられた児童・生徒にかかわる不審者情報等を、関係機関と連携し、共有する。

131131131131 　児童・生徒通学　児童・生徒通学　児童・生徒通学　児童・生徒通学安全安全安全安全対策の推進　対策の推進　対策の推進　対策の推進　 教育総務課

事業の概要 　交通擁護員の配置や交通安全用具の購入等を行い、児童・生徒の通学中の安全を確保する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 交通擁護員の配置、交通安全用具の購入

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市内３２か所に交通安全推進員を配置し、児童・生徒の登下校における安全確保を推進した。
　また、学校安全ボランティア等が使用する、腕章やパトロール用プレートなどを購入し、有効に活用した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 保険への加入等

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　学校管理下で児童・生徒に災害が発生したとき、保護者の経済的負担の軽減を図るため、日本スポーツ振興セ
ンターと災害共済給付契約を締結すると伴に全国市長会の学校災害賠償補償保険に加入した。
　学校管理下において災害にあった児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減できた。
　平成２５年度支給額　　　　　小学校　１，５８６，１００円　（発生件数　１５４件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中学校　１，８３０，９７１円　（発生件数　　９６件）

課　　題
　幹線道路の開通などに伴う車の通行状況の変化を把握して、交通安全推進員の追加や配置場所の変更等を検
討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校安全安心対策の強化」の事務事業として継続する。

課　　題
　適正な事務処理を確保するため、共済制度の内容や手続きについて、各校で事務処理を主として行う養護教諭
との連携を密にする必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「体力向上・健康増進に向けた取組」の事務事業として継続する。

132132132132 　児童・生徒の学校における　児童・生徒の学校における　児童・生徒の学校における　児童・生徒の学校における災害災害災害災害対策の推進対策の推進対策の推進対策の推進 教育総務課

事業の概要
　日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約の締結及び全国市長会の学校災害賠償補償保険に加入し、
児童・生徒が学校管理下で災害を受けた場合の保護者の経済的負担の軽減を図る。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

133133133133 　子供の　子供の　子供の　子供の安全確安全確安全確安全確保の推進保の推進保の推進保の推進 教育総務課

事業の概要

　学校安全推進会議の開催やスクールガードリーダーの配置を行い、学校安全ボランティアとともに、地域ぐるみで
子供の登下校時等の安全確保を行う。
　また、各学校が実施する通学路の巡回による安全点検を受けて、交通事情の変化、危険箇所等を把握し、関係
各課と調整を図り、児童・生徒の登下校時の安全を確保する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 学校安全推進会議等による安全体制の充実、通学路等の安全確保

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　地域ぐるみの学校安全体制整備の推進として、学校安全推進会議や学校安全講習会を実施し、学校を取り巻く
現状を理解するとともに学校安全ボランティアの育成や活動支援を行った。
　また、警察官ＯＢであるスクールガードリーダーによる、小学校を中心とした学校や通学路等の安全点検及び児
童への通学指導を学校区ごとに、年１２回（月１回）実施した。
　また、学校において、学期毎に通学路の点検を実施し、危険個所等の状況確認を行った。
　なお、危険箇所については、教育委員会、所轄警察署、道路管理者により再確認を行い、対応可能な部分につ
いては、各機関において改善等を行った。
　これらのことにより、児童・生徒の登下校における安全対策について充実が図れた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即したセーフティ教室の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校において、警察等の関連諸機関の方を招へいし、年間１回のセーフティ教室を実施した。

課　　題
　警察や道路管理者の対応に頼る部分が大きいため、連携を密にして早期の対応を可能とできる体制を構築する
必要がある。
　また、ドライバー等のモラル向上のために、啓発活動も行う必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校安全安心対策の強化」の事務事業として継続する。

課　　題 　各学校の実態に応じて関係諸機関と連携し、計画的な安全教育の推進と内容の一層の充実を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校安全安心対策の強化」の事務事業として継続する。

134134134134 　セー　セー　セー　セーフフフフテテテティィィィ教室の充実教室の充実教室の充実教室の充実 指導室

事業の概要
　児童・生徒の危険を予測し回避する能力の向上や家庭・学校・地域が連携した安全活動の充実を図るために、警
察等の指導の下に全学校でセーフティ教室を実施する。
　また、その充実にむけて、意見交換会の場の設定や活性化に向けた取組を行う。

【指導室】

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

　不審者情報のファックスを活用して、市内学校及び関連機関と連携して登下校の安全強化を図ることができた。
　警察等と連携して、全学校でセーフティ教室を実施することで、児童・生徒の危険を予測し回避する能力の向上や
家庭・学校・地域が連携した安全活動の充実を図ることができた。
　今後は関係機関とより一層連携し、児童生徒の危機管理能力や安全確保の体制を整備していくことが課題である。
また、児童生徒の安全にかかわる事件の未然防止と事件発生時の迅速な対応に向けて、関係機関との連絡を年間
を通じて密に図っていく。

【教育総務課】

　学校安全安心対策の強化については、児童の登下校における通学路の安全対策である、学校安全ボランティアへ
の支援、交通安全推進員の配置、スクールガードリーダーの配置、そして、登下校を含む学校生活上の事故対応の
災害共済保険の加入など、計画どおり実施することができた。
　また、学校や家庭、地域、関係機関等の連携を深めるため、学校安全推進会議の開催及び学校安全講習会を開催
し、子どもを守る体制強化を図った。
　今後も、学校、地域、保護者等と調整を図り、更なる安全対策の強化を図っていく必要がある。
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 －

ⅢⅢⅢⅢ

内容

主 管 課

評　価 ＤＤＤＤ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　一の谷小、多西小、屋城小の３校における学校支援地域本部を支援し、環境整備や登下校時の安全指導など学
校教育を支援する取組を行った。また、地域教育協議会を開催し、学校と地域の連携、人材の発掘や育成などに
ついて協議し、各種課題の検討等を行った。

 基本施策 ２９　 基本施策 ２９　 基本施策 ２９　 基本施策 ２９　 　学校支援体制の強化　学校支援体制の強化　学校支援体制の強化　学校支援体制の強化 重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

135135135135 　学校支援地域　学校支援地域　学校支援地域　学校支援地域本本本本部の充実部の充実部の充実部の充実 生涯学習スポーツ課

課　　題 　実施校の拡大を図るために、事業のＰＲや学校への意向調査を進めていく必要がある。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　意向調査をもとに、学校のニーズを把握、支援本部を開設する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校支援体制の強化」の事務事業として継続する。

事業の概要

　一の谷小学校、多西小学校、屋城小学校に学校支援地域本部を設置し、地域の教育力向上を図り、地域全体で
学校教育を支援する。
　小学校に設置した学校支援地域本部地域教育協議会が実施する学習支援活動、環境整備、登下校時の安全指
導等を支援するため、学校支援ボランティア等人材の育成を図るとともに、他の学校における学校支援地域本部
の設置の支援を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 小学校学校支援地域本部の運営支援、学校支援地域本部設置の支援

136136136136 　地域における人材の　地域における人材の　地域における人材の　地域における人材の把握把握把握把握とととと提提提提供供供供 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　学校支援地域本部事業の一環として、地域の人材把握と提供を行う。

取組状況

【２５年度実施計画 】 　　事業廃止に伴う計画中止

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　本事業廃止　　本事業内容は、135番「学校支援地域本部の充実」の取組として実施した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即した学校公開の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校の実態に即して、年間１回から３回程度の学校公開を実施した。学校だよりを町内会・自治会へ配布し、学
校からの情報発信を行うなど、保護者や地域へ開かれた学校づくりの推進を図ったが、学校ホームページの定期
的な更新については一部の学校でできておらず、課題があった。

課　　題 －

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

－

課　　題 　各校のホームページの充実と、内容の定期的な更新を確実に実施する。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　校長会・副校長会等でホームページの更新をさらに周知する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校支援体制の強化」の事務事業として継続する。

137137137137 　学校公開の推進　学校公開の推進　学校公開の推進　学校公開の推進 指導室

事業の概要
　開かれた学校づくりを推進するため、全校で保護者や地域への学校公開を実施する。
　また、学校だよりを町内会・自治会へ配布し、学校からの情報発信の充実を図る。

138138138138 　学校評価の地域への公　学校評価の地域への公　学校評価の地域への公　学校評価の地域への公表表表表 指導室

事業の概要
　小・中学校の学校評価における自己評価結果について、保護者及び地域関係者等に対して、根拠となる事項、
評価に伴う改善事項を含めて積極的に公表する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 公表の実施及び意見の収集・反映

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校の実態に即して、保護者や地域の方等による学校評議員の会を開催し、学校評価計画について説明し
た。年度末に学校自己評価に対する関係者評価を実施し、学校評価の客観性を高めた。
　また、保護者アンケートを実施して学校自己評価の結果とともに公表するなど、多面的な学校評価と積極的な公
開を推進した。

課　　題
　今後も、小・中学校の学校評価における自己評価結果について、保護者及び地域関係者等に対して積極的な公
表を推進する。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校支援体制の強化」の事務事業として継続する。
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主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

取組状況

【２５年度実施計画 】 各学校の実態に即した地域人材や資源の活用

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　各学校において、地域の方をゲストティーチャーとして招へいし、地域の特色を生かした農業体験活動や伝統・文
化体験活動に取り組んだ。
　自然環境や地域人材等の地域資源を生かした教育活動の充実を図ることができた。

課　　題 　今後も、自然環境や地域人材等の地域資源を生かした教育活動の充実を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「学校支援体制の強化」の事務事業として継続する。

139139139139 　校外における地域の環境・人材を生かした授業の推進　校外における地域の環境・人材を生かした授業の推進　校外における地域の環境・人材を生かした授業の推進　校外における地域の環境・人材を生かした授業の推進 指導室

事業の概要 　総合的な学習の時間を中心に、地域の人材や資源を活用した学習活動を推進する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【指導室】

　学校評価に関しては、学校だより等で自己評価や関係者評価の結果を公開した。
　地域人材を生かした授業に関しては、総合的な学習の時間を中心に実施することができた。
　開かれた学校づくりを推進するために、学校ホームページの充実を図ることが課題である。今後は、ホームページ
の内容について定期的な更新が確実に実行されるよう校長会や副校長会、情報教育推進委員会等で情報提供及び
喚起をしていく。
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　学校外活動・余暇活動の充実　学校外活動・余暇活動の充実　学校外活動・余暇活動の充実　学校外活動・余暇活動の充実

○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅡⅡⅡⅡ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 ３０　 基本施策 ３０　 基本施策 ３０　 基本施策 ３０　

140140140140 　　　　友好友好友好友好姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市栗栗栗栗原市交流事業の実施原市交流事業の実施原市交流事業の実施原市交流事業の実施 指導室

事業の概要
　友好姉妹都市である宮城県栗原市の中学生と隔年で相互に訪問し合い、生徒会活動や部活動での交流会を実
施する。(例年７月最終の水曜日から金曜日までの３日間で実施）

取組状況

【２５年度実施計画 】 本市で開催する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　平成２５年７月３１日～８月２日の２泊３日で栗原市の中学生が本市を訪問し、生徒会活動や部活動（バレーボー
ル）を実施し、本市の中学生と交流を深めた。

取組状況

【２５年度実施計画 】 体験活動の相談、支援者の紹介、体験活動に関する情報収集と提供

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　ＰＴＡや子ども会、サークル活動、放課後子ども教室等に対し、青少年活動の指導者として、手作り工作やレクリ
エーション、自然体験教室指導者等を紹介した。
　社会福祉協議会が発行している「あきる野市社会福祉協議会ボランティア・市民活動団体登録一覧」を窓口に配
置し、人材バンク外の情報提供も行うなど、各団体の目的や意に適った支援者を紹介することができた。

課　　題
　私擬憲法「五日市憲法草案」の起草者である千葉卓三郎先生との縁で平成元年から続いている事業であること
を踏まえて、今後も交流内容を充実させ、友好関係を深めていく。

方 向 性

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　平成２６年度は栗原市を訪問する。
　教育基本計画（第２次計画）基本施策「豊かな人間性を育む教育の推進」の事務事業として継続する。

課　　題
　人材バンクは紹介を希望する支援者の種類に偏りがあるため、今後はより広くこの制度をPRし、幅広い登録者の
利用を図っていく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「生涯学習活動の推進」の事務事業として継続する。

141141141141 　子供の体験活動・社会活動の支援　子供の体験活動・社会活動の支援　子供の体験活動・社会活動の支援　子供の体験活動・社会活動の支援 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　生涯学習支援者バンクの充実を図り、青少年体験活動に関する相談、支援者の紹介、情報収集・提供等を行う。

142142142142 　地域活動支援リー　地域活動支援リー　地域活動支援リー　地域活動支援リーダダダダーの育成ーの育成ーの育成ーの育成 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　青少年指導者講習会等を開催し、地域リーダーの育成を図る。

取組状況

【２５年度実施計画 】 指導者講習会の開催

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　大島子ども体験塾を羽村市と合同で開催し、地域間・異年齢間の交流や大自然を舞台とした様々な活動及び体
験を通じて、心身を鍛え自らの力で積極的に社会に貢献できる人材を育成するための取組を行った。大島子ども
体験塾において、あきる野市と羽村市（各市３５人）の参加者が、大島で町民との交流や体験を行い、人材育成の
機会となった。

【２５年度実施計画 】 放課後子ども教室の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　東秋留小、多西小、草花小、において、放課後子ども教室を開催した。また放課後子どもプラン運営委員会を開
催して実施・運営の検証等を行った。新たに、五日市小でも放課後子ども教室を開催し、登録児童数は延べ５５８
人、参加児童数は延べ６，１２７人と非常に多くの児童の参加を得ることができた。

課　　題
　大島・子ども体験塾は小学生の応募は多いものの中学生の応募が少ない。異年齢間の子どもの交流を推進し、
健全な地域リーダーを養成するためには、今後募集のPR等の手法を検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「青少年の健全育成の推進」の事務事業として継続する。

　見守りボランティアなど、スタッフの数が十分でない教室もあるため、人材の確保を図る必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「青少年の健全育成の推進」の事務事業として継続する。

143143143143
　　　　放放放放課課課課後後後後子どもプラン「子どもプラン「子どもプラン「子どもプラン「放放放放課課課課後後後後児童健児童健児童健児童健全全全全育成事業（学童クラ育成事業（学童クラ育成事業（学童クラ育成事業（学童クラブブブブ））））放放放放課課課課後後後後子ども教室」の子ども教室」の子ども教室」の子ども教室」の
推進・支援推進・支援推進・支援推進・支援

生涯学習スポーツ課

事業の概要
　放課後子どもプラン運営委員会会議を開催する。(委員16名、会議2回を予定)
　放課後子ども教室事業を４校（東秋留小、多西小、草花小、五日市小）で実施する。

取組状況

課　　題
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価 評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

 子供の体験活動・社会活動の支援については、生涯学習人材バンクの登録対象を個人だけでなく団体にも広げるな
ど、制度の充実を図り、青少年体験活動に関する相談や人材の紹介等を実施できている。支援の必要性から、今後
も継続して情報の収集や提供等を行い、支援を図っていく。
　地域活動支援リーダーの育成については、「大島子ども体験塾」が積極的に社会に貢献できる人材を育成するため
の事業である。毎年大変多くの応募があって非常に人気があり、毎回、大きな効果が認められることから、今後も継
続して実施する。
　放課後子どもプラン「放課後児童健全育成事業（学童クラブ）放課後子ども教室」の推進・支援については、東秋留
小、多西小、草花小において放課後子ども教室を開催した。廃校となった戸倉小に替わり、五日市小との調整を図っ
た結果、２学期から新たな子ども教室を立ち上げることができ、多くのスタッフと児童の参加をえることができた。子ど
もの放課後の安全な居場所づくりのための事業であり、今後も継続して実施する。

【指導室】

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　栗原市の中学生が本市を訪問し、生徒会活動や部活動（バレーボール）の交流を通して、友好関係を深めることが
できた。
　憲法「五日市憲法草案」の起草者である千葉卓三郎先生の関わりで続いている本事業の趣旨やねらいを児童・生
徒に十分に理解させて、姉妹都市としての友好関係を深めていくことが課題である。
　平成２６年度は、栗原市に訪問し、友好を深める予定である。
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　地域ぐるみの青少年の健全育成の推進　地域ぐるみの青少年の健全育成の推進　地域ぐるみの青少年の健全育成の推進　地域ぐるみの青少年の健全育成の推進

○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

 基本施策 ３１　 基本施策 ３１　 基本施策 ３１　 基本施策 ３１　

144144144144 　青少年健　青少年健　青少年健　青少年健全全全全育成事業の推進育成事業の推進育成事業の推進育成事業の推進 生涯学習スポーツ課

重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策重　点　施　策

事業の概要
　青少年の健全育成を推進するため、「家庭の日」推進事業、「全国青少年健全育成」にちなむ啓発活動、青少年
善行表彰式、青少年健全育成あきる野市大会（中学生の主張大会）や青少年委員との共催による青少年健全育
成事業等を実施する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 青少年健全育成事業等の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　家族で演劇に触れ、共通の話題を持つことで、家族の絆をよりいっそう深めることを目的に、家庭の日推進事業
「親子観劇会」を開催した。
　地域間・異年齢間の交流や大自然を舞台とした様々な活動及び体験を通じて、心身を鍛え自らの力で積極的に
社会に貢献できる人材を育成することを目的として「大島・子ども体験塾」を実施した。
　あきる野市と羽村市（各市35人）の参加者が、大島で町民との交流や体験を行い、人材育成の機会となった。
　青少年の善行を励まし、ふるさとあきる野に住む青少年の健やかな成長を願って、「青少年善行表彰」を実施し個
人33人、8団体の善行を表彰した。

取組状況

【２５年度実施計画 】 活動の支援

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　青少年健全育成活動支援として、青少年健全育成団体へ補助金を交付した。また、「あきる野市少年少女ドッジ
ボール大会」は大雪の影響で中止となった。
　飯ごう炊さんやテント張りなど、青少年の野外活動支援として、キャンプ用品(飯盒、鍋、テント)の貸出しを行い、
活動を支援した。

課　　題
　大島・子ども体験塾は小学生の応募は多いものの中学生の応募が少ない。異年齢間の子どもの交流を推進する
ためには、今後募集のPR等の手法を検討する必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「青少年の健全育成の推進」の事務事業として継続する。

課　　題 　各地区で行っている事業内容の周知と地区ごとの更なる交流が課題である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「青少年の健全育成の推進」の事務事業として継続する。

145145145145 　青少年健　青少年健　青少年健　青少年健全全全全育成地区委員会の活動の支援と連携の強化育成地区委員会の活動の支援と連携の強化育成地区委員会の活動の支援と連携の強化育成地区委員会の活動の支援と連携の強化 生涯学習スポーツ課

事業の概要
　それぞれの地域にあった方法で青少年の健全育成を推進していけるように、市内１０小学校区及び市内６中学校
区にある青少年健全育成団体が行う活動を支援するとともに共催による事業展開を図る。

　青少年健全育成事業の推進については「親子観劇会」や「大島・子ども体験塾」を開催している。これらは毎年数多
くの応募のある人気ある事業であり、家族や初めて出会った人々との交流を通して青少年が健全に育つ事業として
非常に効果のある事業であることから、今後も継続して実施する。
　青少年善行表彰については、善行青少年の奨励を目的に青少年の各種の善行を顕彰・奨励し、健全な育成を図る
ことを目的に実施しているものである。幼い子ども達の小さな親切なども対象としていて、その効果は非常に大きなも
のがあることから、今後も継続して実施する。
　青少年健全育成地区委員会の活動の支援と連携の強化については、毎年青少年健全育成団体へ補助金を交付し
てその活動を支援している。青少年健全育成地区委員会と共催により「あきる野市少年少女ドッジボール大会」を開
催するなど、連携した事業を実施している。青少年健全育成地区委員会は、それぞれの地域で各委員会が青少年健
全育成のための様々な事業を実施し、地域での健全育成の中心となる組織であるため、今後も補助金を交付してそ
の活動を支援する。また、少年少女ドッジボール大会は毎年約９００人もの参加があるなど、非常に人気のある事業
であり、青少年同士や地域の大人との交流が図られ、非常に効果ある事業であることから、今後も継続して実施す
る。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】
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　「おとなが手本のあきる野市」運動の推進　「おとなが手本のあきる野市」運動の推進　「おとなが手本のあきる野市」運動の推進　「おとなが手本のあきる野市」運動の推進

○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

 基本施策 ３２　 基本施策 ３２　 基本施策 ３２　 基本施策 ３２　

146146146146 　「おとなが　「おとなが　「おとなが　「おとなが手本手本手本手本ののののあきあきあきあきるるるる野野野野市」運動の推進市」運動の推進市」運動の推進市」運動の推進 生涯学習スポーツ課

事業の概要

　「おとなが手本のあきる野市」あいさつ標語の横断幕等の学校等への掲出や、あいさつ標語カルタを活用した「あ
いさつ標語カルタ大会」の実施等を通して、家庭の教育力、地域社会の教育力の向上を図るため、「おとなが手本
のあきる野市～あいさつ運動を広めよう～」の啓発活動を実施する。
　また、各地域において「おとなが手本のあきる野市」運動を推進するための体制づくりを検討していく。

取組状況

【２５年度実施計画 】 横断幕等の掲出、カルタ大会の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　「おとなが手本のあきる野市～あいさつ運動を広めよう～」の啓発活動として、横断幕を掲出した。
　青少年委員、青少年健全育成地区委員会との共催により「あいさつ標語カルタ大会」を開催した。
　「あいさつ標語カルタ」を通じて、子どもたちが楽しみながら日頃のあいさつについて考えるきっかけを与えること
ができた。
　また「あいさつ標語カルタ大会」の運営に市内の中学生ボランティアを起用することにより、「中学生と小学生」「中
学生とおとな」の交流の機会を作ることができた。
　カルタ大会参加者募集期間中に児童館や放課後子ども教室を訪問し、ＰＲを行うことにより、参加者が年々増え
ている。

　「あいさつ標語カルタ大会」については、年々参加チームが増え、非常に人気ある大会となっている。あいさつ標語
を一生懸命に記憶して大会に臨む子どもたちも増え、「おとなが手本のあきる野市」運動を推進する事業として大きな
役割を担っている事業であることから、今後も継続して実施する。

課　　題
　カルタ大会は主催者である青少年委員の数に対して参加者の数が多くなってきており、当日の大会を円滑に運
営するためには、スタッフの確保など開催手法について再検討が必要である。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「青少年の健全育成の推進」の事務事業として継続する。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】
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　家庭教育の支援　家庭教育の支援　家庭教育の支援　家庭教育の支援

○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

主 管 課

評　価 ＢＢＢＢ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

 基本施策 ３３　 基本施策 ３３　 基本施策 ３３　 基本施策 ３３　

147147147147 　家庭教育学級・子育て支援事業等学習機会の　家庭教育学級・子育て支援事業等学習機会の　家庭教育学級・子育て支援事業等学習機会の　家庭教育学級・子育て支援事業等学習機会の提提提提供供供供 生涯学習スポーツ課

取組状況

事業の概要
　子育て中の親を支援するため、家庭教育に関連する課、係及びサークルと連携・協力を図り家庭教育学級や各
種事業（講座）を実施する。

【２５年度実施計画 】 家庭教育学級の実施及び内容の充実

　子育て中の親を支援するため家庭教育学級を２講座を実施した。２５年度実績：「乳児期の子育て～生活習慣の
大切さ～」参加者７人、「３歳児の音楽教室～親子で一緒に音あそび～」参加者１８人。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

取組状況

【２５年度実施計画 】 「家庭の日」推進事業の実施

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　市内在住または在籍の幼児・小学生・中学生から「豊かな心の育成・明るい家庭づくり」をテーマに、それぞれ絵
画・作文・ポスターを募集し、入賞作品の展示会、入賞者表彰式を実施した。
　「家庭の日」絵画・ポスターの審査にあたり、主催者である青少年問題協議会のほか、市内社会教育関係団体(美
術団体)やアーティスト・イン・レジデンス事業招へいアーティスト(日本人2人、外国人1人)に協力を得ることにより、
幅広い観点から審査することができた。また、市内で活動する美術団体と若手アーティストとの交流の機会にもなっ
た。
　「親子観劇会」においては、普段から演劇や子どもの行事に関わりを持つＮＰＯ団体の協力により、より市民の関
心を引き付ける劇団(演目)の選定ができた。観劇会を事前にＰＲするためのワークショップもご協力いただき、当日
の観劇会には延べ714人の来場があった。

課　　題 　子育て中の親をどのように支援できるかを検討し、講座内容の充実を図る。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「家庭教育の支援」の事務事業として継続する。

課　　題
　「家庭の日」作文審査において、児童館館長の協力を得て実施しているが、教職経験者の人数が少なくなってい
るため、審査手法の検討が必要。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「家庭教育の支援」の事務事業として継続する。

148148148148 　「家庭の　「家庭の　「家庭の　「家庭の日日日日」推進事業の充実」推進事業の充実」推進事業の充実」推進事業の充実 生涯学習スポーツ課

事業の概要 　「家庭の日」推進事業として絵画・作文・ポスターの募集、親子観劇会を実施する。

149149149149 　　　　あきあきあきあきるるるる野野野野市教育市教育市教育市教育フォフォフォフォーラムの開ーラムの開ーラムの開ーラムの開催催催催 指導室

事業の概要

　小・中学校ＰＴＡ連合会と共催で「教育フォーラム」を開催し、教育課題について、家庭・学校・地域・行政が連携し
て協議を行う。
　「教育フォーラム」では毎年度「おとなが手本のあきる野市」の取組を踏まえてテーマを決め、実践報告や講演会
を実施する。

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　小・中学校ＰＴＡ連合会と共催で、10月12日（土）「教育の原点は『家庭』から」をテーマに講演会を実施した。家庭・
学校・地域等が一体となって事業に取り組み、連携が強化できた。

課　　題
　家庭・学校・地域等が同じ視点で連携を強化していけるよう、市内児童生徒の状況や家庭・地域の要望を踏まえ
た「教育フォーラム」の内容を考えていく必要がある。

方 向 性
Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「家庭教育の支援」の事務事業として継続する。

取組状況

【２５年度実施計画 】 「教育フォーラム」の実施
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○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

  家庭教育学級は、子育て中の親を支援する講座を開催している。今後も東京都とも連携し、事業の充実を図ってい
く。

　小・中学校ＰＴＡ連合会と共催して、「教育フォーラム」を開催し、家庭・学校・地域等が一体となって事業を推進する
ことができた。
　今後も、市小・中学校ＰＴＡ連合会の連携を密に図り、子供の実態や家庭・地域の要望を踏まえて、学校と家庭・地
域が同じ視点で教育について考えられる「教育フォーラム」の内容を検討する必要がある。

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課：公民館】

【生涯学習スポーツ課：生涯学習】

　「家庭の日」推進事業については、市内の幼児・小学生・中学生から「豊かな心の育成・明るい家庭づくり」をテーマ
に、それぞれ絵画・作文・ポスターを募集し、入賞作品の展示会、入賞者表彰式を実施している。園や学校においても
恒例の事業として位置付けて取り組んでいただき、毎年数多くの応募をいただくなど、「家庭の日」を家族で見つめ直
す非常にいい機会として定着しており、この事業の効果は大きいといえる。これまで作文審査をお願いしてきた児童
館館長に教職経験をもつ方が少なくなっているという課題があるものの、今後、審査の手法を検討し、事業は継続し
て実施する。
　「親子観劇会」については、幼い子どもと一緒に家族で観劇する機会を提供し、共通の話題について家族の会話を
深めてもらうために実施している。毎年数多くの応募をいただいて好評を得ている事業であるため、今後も継続して実
施していく。

【指導室】
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○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検○　各課による事務事業の点検

主 管 課

評　価 ＣＣＣＣ

ⅠⅠⅠⅠ

内容

○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価○　施策の評価

Ⅰ：計画の継続実施　　Ⅱ：計画を見直（改善又は縮小）して継続実施　　Ⅲ：計画を廃止
方 向 性

 基本施策 ３４　 基本施策 ３４　 基本施策 ３４　 基本施策 ３４　 　教育情報の提供　教育情報の提供　教育情報の提供　教育情報の提供

取組状況

【２５年度実施計画 】 広報教育あきる野「一房のぶどう」の発行及び「配布方法の検討」

 A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた　D：一部できなかった　E：できなかった

　教育広報あきる野「一房のぶどう」を３回（６月５日号、１０月３０日号、３月１５日号）発行した。
　発行部数は各号26,500部で、市内全世帯を対象に新聞折込等で無料配布するとともに市のホームページへ掲載
し、教育全般に関する情報を広く市民に提供した。
　また、配布の方法については、検討の結果、従来どおりとした。

150150150150 　教育　教育　教育　教育広報広報広報広報による教育による教育による教育による教育情報提情報提情報提情報提供の充実供の充実供の充実供の充実 教育総務課

事業の概要

　教育基本計画（第２次計画）基本施策「教育情報の提供」の事務事業として継続する。

課　　題
　教育広報に対する意見や感想は寄せられていない。そのため、教育広報に対する市民の感想や意見を基にした
課題設定が難しくなっている。意見や感想を収集しやすい環境づくりが必要である。

課　　題

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について

【教育総務課】

　教育広報あきる野「一房のぶどう」を計画どおり年３回発行し、新聞折込等による配布やホームページへ掲載し、教
育に関する情報の提供を行った。
　今後は、タイムリーな教育情報の提供を継続するとともに、広報紙やホームページで教育広報に対する意見・感想
を募集し、市民が意見・感想を寄せやすい環境づくりに取り組み、様々な課題を検討することで内容の充実を図って
いく。

　市民との教育情報の共有と、開かれた教育の推進を目的に、広報教育あきる野「一房のぶどう」を年度内３回発
行する。限られた発行回数のなかで、より正確でタイムリーな教育情報を提供できるよう内容を精査し発行する。
　また、新聞折込等による配布以外の提供の方法について検討する。
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  Ⅳ 点検及び評価に関する点検評価有識者からの意見 
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浦野龍治氏浦野龍治氏浦野龍治氏浦野龍治氏        元あきる野市収入役元あきる野市収入役元あきる野市収入役元あきる野市収入役 

 

平成 25 年度に教育委員会が実施した事務の管理・執行状況に関して、点検評価を実施し

たので、以下のとおり意見を述べます。 

 今回で点検評価は 7 回目となったが、振り返ってみて、この点検評価の方式は、新たな

時代に対応するため教育基本法の改正が平成 18 年に行われ、それに基づき、「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律」の一部改正が翌年の平成 19 年、そして、平成 20 年 4 月

に施行された。本市においては、平成 20 年度から現在の点検評価制度が始まっている。こ

の最初の点検評価で私が指摘したのは、計画的な行政運営のための「教育実施計画」の策

定と、市教委の重点施策が「学校教育」に偏重していることの 2 点であった。そして、作

業を実際に進める点検評価の手法も、市教委事務局の努力により毎年工夫と改善が加えら

れ、現在に至っている。この点検評価制度のねらいは、教育委員会における効率的な教育

行政の推進と、市民への説明責任を果たすことを目的としており、これからも本制度の目

的とするところを理解し、市教育行政の推進に資していかなければいけないと考えている。 

 重点施策を中心とした私の意見は次とおりである。 

(１)いじめ不登校ゼロへの挑戦 

 学校におけるいじめは、最近の新聞報道を見る限りにおいても、引き続きさまざまな学

校で発生している。本市においては、先生方が 6 月、11 月、2 月のふれあい月間を通して、

各学校の実態に即した取り組みを行ったことで、いじめ解消率が前年度比較で上回ってお

り、現場の努力がうかがえる。これに対し、不登校の出現率は、平成 25 年度末で小学校、

0.46％、中学校、3.02％であり、前年度比較では小・中学校とも増加しているのが現状であ

る。この不登校の問題については、本年度実施された学校基本調査の結果が文科省から公

表されたが、減少傾向が続いていた不登校の児童・生徒数が増加に転じたとしており、本

市も全国的に同じ傾向を示している。ある新聞紙上では、増えた理由を、いじめ自殺が社

会問題となり、「それほど苦しいなら学校に行かなくてもよい」と考える保護者が増えたと

分析している。いじめ不登校ゼロへの挑戦は、いうまでもなく学校だけの問題ではなく、

社会全体で取り組むべき大きな課題である。本市においては、いじめ撲滅三原則の取組の

中で、今後の方向性は、いじめ防止に向けた小中一貫の取組の充実を図るとある。学校側

はもとより、家庭や地域、そして市行政が一体となった取り組みが求められている。 

(２)小中一貫校への取組 

 年月をかけて試行的に取り組み、研究を重ねてきた小中一貫教育が、市教委や学校現場

の努力により本年 4 月から完全実施された。各中学校区では、「生きる力」を育むことを理

念とした学習指導要領のねらいや趣旨に即して小中一貫教育を進めるとしている。25 年度

の取組は、そのために向けた準備の総仕上げの年度であった。本市の 6 つの中学校に、そ

れぞれの小学校が系列下に入り、9 年間という期間で貫かれた義務教育が実施されることに

なる。当然学校間の比較が出てくると思われる。それだけに現場の先生方の責任も重大に

なるのではないかと考える。小中一貫の教育方法など詳しいことは私には分からないが、

従前、6 年＋3 年＝9 年、だったものが、9 年間の一貫教育によって 6＋3＝9 以上の数字、

になるのではないかと、期待している。小中一貫校への取組では、通学環境の整備も市民

の関心の一つであろう。具体的には希望する学校に行きたい、という児童生徒の願いであ
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る。小中一貫教育の推進のために、指定学校変更制度を一部変更したとしているが、すべ

てがスムーズに解決したわけでないようである。今後はその制度のさらなる市民への周知

と、まずいところがあれば見直す姿勢が必要であろう。いずれにしても保護者や市民から

一貫教育になってよかった、と喜ばれる効果を出していくことが市教委の責任である。 

（３）生涯学習活動の支援・市民スポーツの推進 

 本市においても他市同様にますます高齢化が進んでいる。市全体の人口も減少傾向を見

せ始めており、市内に空き家が多くなり、担当課では市内の空き家の実態調査を始めてい

る状況にある。長野県の「ぴんぴんころり」ではないが、高齢者に元気で長生きしてもら

うには、高齢者の生涯学習活動は絶対に欠かせない。スポーツで体を使い、文化活動で脳

を使うことが健康維持の秘訣である。25 年度の事業を見ると、生涯学習の骨子となる「あ

きる野学びプラン」の改定作業が、関係団体との協議により進められており、来年度の計

画策定が待たれる。事業の中で気づいた点をあげると、寿大学の開催が、秋川校、五日市

校ともに講座がいつも満席状態にあり、市民の要望に適格に答えていること。生涯学習支

援者バンク等の充実では、登録者に「市民ふれあい塾」などの生涯学習講座の講師を務め

ていただくなど、積極的な活用を図っていること。生涯学習コーディネーターの育成では、

養成講座を開催し、指導者の育成を図っており、市民塾の開設についても積極的に進めて

いること。また、市民解説員養成事業では、解説員の登録者が 61名に増加したとしており、

ボランティアの活動として、観光面ともマッチングして評判がいい。市民スポーツの推進

では、スポーツ振興計画を策定したのみならず、スポーツ推進のための審議会条例を制定

し、今後の計画的、効率的な推進ができるよう体制づくりを行った点などが評価できる。 

 また、第 68 回の東京多摩国体については、改めて言うまでもないが、担当課を中心とし

た努力により、成功裏に終わったことは高く評価できる。本大会においては、市民の啓発

活動はもとより、全国から訪れた選手や関係者を市全体で迎え入れ、円滑な運営ができた

ことは、市民の間からもよくやったとの声が上がっている。 

（４）社会教育施設の管理運営 

 社会教育施設なのか、生涯学習施設なのか、いまいち曖昧であるが、市内にある学習・

スポーツ施設の委託化が進んでいる。あきる野ルピア、ファインプラザ、市民プールはす

でに指定管理者制度で実施中。平成 25 年度から秋川キララホール、中央公民館の貸出業務

が同じく指定管理者制度に移行した。いずれの施設についてもモニタリング調査を実施す

るなど、移行後の実態を調査しているが、おおむね良好のように私は受け取っている。こ

のたび策定された第 2 次教育基本計画によると、秋川体育館は 26 年度から指定管理者との

連携を計画しているという。それでは残された中央公民館の本来業務、各図書館は今後ど

うなるのだろうか。すべて指定管理者制度に移行するのだろうか。私は「社会教育」と「生

涯学習」との関連の中で検討すべき課題があると考えている。「社会教育」はもちろん市教

委の守備範囲だが、「社会教育」という言葉がほとんど使われなくなっているのが実態であ

る。 

最後に、教育委員会をめぐる最近の大きな関心事は、何といっても教育委員会制度の見

直しについてであろう。本年 6 月に教育への自治体の首長の関与を強める地教行法の一部

改正が成立し、約 60 年ぶりに教育委員会制度が大きく転換することとなった。法律の施行

は来年の 4 月からというが、教育の主役はもちろん子どもたちや市民であるので、よりよ

い市行政との連携と市教委の運営に期待をしている。 
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江川直子氏江川直子氏江川直子氏江川直子氏        共立女子大学文芸学部講師共立女子大学文芸学部講師共立女子大学文芸学部講師共立女子大学文芸学部講師 

 

今年度(平成 25年度分)の点検評価は、あきる野市教育基本計画の第 1次計画(平成 23年

度から平成25年度まで)の最終年度にあたる。昨年度の報告書と違っている点は、2点ある。

一つは、150 の点検項目が 145 になっている点(これは事業が平成 24 年度で終了したため

廃止、または事業の主管課が変更になったためである。)もう一つは、今後の取組の方向性

の評価基準の段階が、４（ⅠⅡⅢⅣ）から３（ⅠⅡⅢ）になっている点である。今年度の

施策は、ほぼ実施されている。次に基本施策について、見ていきたい。 

(1) 「小中一貫校への取組」について 

あきる野市では、平成 26年 4月から小中一貫教育が実施されている。平成 25年度は 

そのための最終準備の期間であった。各中学校における基本方針の作成等は計画どおりに、

通学区域の調査検討は計画以上にできている。主体的に学び、考え、行動し、「生きる力」

を養う、その根底にある道徳的な力の重要性も忘れないで引き続き取り組んでほしい。 

(2) 「市民スポーツの推進」について 

平成 25年に東京多摩国体、馬術競技リハーサル大会が開催され、成功のうちに終わった。

平成 24 年には国体リハーサル大会(ソフトボール競技、自転車競技)が開催されている。大

会の成功に向けた入念な準備、選手をはじめ大会関係者等を快く迎えるために幼稚園、保

育園、小中学校を中心に「花いっぱい運動」「環境美化活動」の運動、市民への啓発活動等、

広報活動に積極的に取り組み、市役所、市民が一体となって計画以上にできている。大会

実施本部、実行委員会、市関係部署など関係した方々の尽力に感謝したい。 

(3) 「いじめ不登校 0(ゼロ)への挑戦」について 

昨年度と比べて今年度は改善点が 3 つある。一つ目は、「『いじめをなくそう』子ども会

議」が 12月に開催され、児童会・生徒会の代表がいじめ防止について話し合う機会をもっ

ていることである。子ども自身がいじめは良くないという意識を持つために、このような

機会を設定することはよいと思う。二つ目は、全小中学校にスクールカウンセラーが配置

されたことである。(昨年度は小学校 10 校中 4 校、中学校 6 校全校へのスクールカウンセ

ラーの配置であった｡) 教育相談担当者連絡会を、1 回増やして年 3 回にする等、関係部署

の緊密な連携が図られている。三つ目は、10 月から臨床心理士の勤務時間が延長されてい

ることである。 

さまざまな取組を行い、いじめに対していじめに対して効果は少しずつ表れている。例

えば、いじめの解消率は昨年度より高くなっている。平成 24年度 6月 67%、11月 77%、2

月 89%が平成 25年度 6月 88%、11月 79%、2月 90%という状況である。 

しかし、平成 25年度末の不登校の出現率は小学校で 0.46%(4568 人中 21.0 人)、中学校

で 3.02%(2317 人中 69.9 人)と平成 24年度に比べて小・中学校ともに増えている。全国的

にも、平成 25年度間において小中校の不登校出現率は増えている。不登校になったきっか

けをみると、小学生では「不安など情緒的混乱」「無気力」「親子関係をめぐる問題」が多

く、中学生に比べると家庭に係る状況が相対的に多い。中学生では「無気力」「不安など情

緒的混乱」「友人関係をめぐる問題」「遊び・非行」が続いている(平成 25年版『子ども・若

者白書』)。 

インターネット、携帯電話、スマートフォンなど電子メディアの発達により人と人との
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関係が分断されがちである。子どもや親に直接に働きかけるという、直接的接触が大切で

ある。学校、教育相談所、適応指導教室、指導室の連携をより強化して、知恵を出し合い

組織的対応をすることが必要である。小中学生にとって高めあい、行事などを通して学校

が楽しいと思えるところとなることを希望している。不登校に対して危機感を持って、今

後も継続した取組をお願いしたい。 

 (4)「子ども読書活動の推進」について 

 基準冊数に達していない小学校(2/10校)については、閉校した戸倉小学校、小宮小学校の

図書を活用して、蔵書数の増加をはかっている。基準冊数に達していない中学校(4/6 校)に

ついては、図書購入費の獲得を進めてほしい。 

 図書館では、中学生・高校生(ヤングアダルト)向けの読書リストの作成、ヤングアダルト

コーナーが新設されている。図書館ホームページの児童サービスのページの更新や情報発

信の体制作りが必要になっている。 

(5)「学力向上対策の強化」について 

 基礎・基本の充実を図るために、平成 26年度より全校で補充の時間が設定されている(漢

字、計算など各学校 10~15分)。また少人数指導も改善されている。継続して地道な努力を

お願いしたい。 

 (6)「食に関する教育の推進」について 

 給食センターでは、栄養教諭を中心に食育リーダー連絡会が年 3 回実施された。学校で

は、栄養教諭が食物に対する理解を深める、給食が担う大切さ等の授業を小学校 7 校、中

学校 3 校で行われている。食育は心と体を作っていくうえで大切であるので、小中学校全

校で実施する必要がある。 

 あきる野市の主要な産業は農業である。とうもろこしをはじめ、地場産の野菜が給食の

食材に多く使用されているが、使用の頻度を更に増やして、あきる野の大地の恵みを感じ

てもらいたい。 

 (7)「特別支援教育の推進」について   

 就学前の療育支援について、幼児教室は実施できなかったとある。幼児期から一貫した

特別支援を受けられる体制づくりという点から、次年度にはぜひ実施していただきたい。 

 (8)「学校施設・設備の整備」について 

トイレ洋式化工事が今年は小学校 2校 20 箇所、中学校 1校 21 箇所に行われ、昨年に続

いて着実に進められている。平成 26年に完了予定ということである。老朽化した学校施設

は、子どもたちの生活様式に合わせて改修されている。小中学校の普通教室、特別教室の

エアコン設置は平成 25年度に完了した。最近の猛暑への対応といえる。 

 (9)「学校安全安心対策の強化」について 

 学校安全ボランティアへの支援、不審者情報の共有、交通安全推進員の配置、スクール

ガードリーダーの配置等、さまざまな対策が実施されている。最近は、児童・生徒が急に

行方不明になる事件がみられる。地域住民の目が欠かせない。家庭と学校と地域社会のつ

ながりの中で子どもたちを見守っていきたい。引き続いて、安全に対する地道な取組をお

願いしたい。 

(10)「生涯学習活動の支援」について   

 公民館において寿大学の開催、IT ボランティアによる初心者向けパソコン講習などの実

施、NHK学園と協定して生涯学習講座を開くなど、活動は活発である。また生涯学習コー
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ディネーター養成講座(全 8 回)を開催し、指導者の養成を図っている。市民塾(仮称)の開設

が課題である。 

あきる野市は、平成 25年度の健康寿命(日常生活で介護を必要としないで、自立した生活

ができる期間のこと)が男性 80 歳、女性 83 歳と男女ともに東京都の中で 1 位になっている

(健康寿命の全国平均は男性 70 歳、女性 73 歳である)。市の高齢化率は 25.0%(平成 25年)

であり、スポーツ、文化の両面において生涯学習は一層必要になっている。高齢者にとっ

ても住みよい町となるように、施策の充実を期待している。 
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＜資料１＞＜資料１＞＜資料１＞＜資料１＞    

あきる野市教育委員会事務点検及び評価実施要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２７条第１項及び第２項に規定する、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価等（以下「事務点検評価等」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めると

おりとする。 

（1） 点検 個々のあきる野市教育委員会の権限に属する事務（以下「施策及び事務事 

業」という。）の取組状況や成果について、取りまとめることをいう。 

（2） 評価 個々の施策及び事務事業についての点検を踏まえ、課題を検討するととも 

に、今後の方向性を示すことをいう。 

（点検及び評価の対象） 

第３条 点検及び評価の対象は、実施年度の前年度における教育目標、基本方針及び全ての

施策及び事務事業とする。 

（点検及び評価の方法） 

第４条 点検及び評価は、前年度の施策及び事務事業の進捗状況を総括するとともに、課 

題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年1回次のとおり行う。 

(1) 教育委員会事務局の各課は、所管し実施した施策及び事務事業について点検する。 

(2) 前１号の点検結果を踏まえ、教育委員会事務局の部長級及び課長級職員は、各施策の

取組状況について評価を行う。 

(3) 前２号の点検及び評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者（以

下「点検評価有識者」という。）を置き、意見を聴くものとする。 

(4) 教育委員会は、前３号で実施した点検及び評価結果及び点検評価有識者の意見を踏ま

え、教育目標、基本方針及び全ての施策及び事務事業について総合的に点検及び評価

を行い報告書を作成する。 

（点検評価有識者） 

第５条 教育委員会は、前条第３号に規定する点検評価有識者を次のとおり置く。 

(1)   点検評価有識者は、学校教育及び社会教育・生涯学習に関して識見を有する者２人

をもって充てる。 

(2)   点検評価有識者は教育委員会が委嘱する。 

(3)   点検評価有識者には、予算の範囲内で謝礼を支払う。 

(4)   点検評価有識者の任期は２年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。ただし、再任を妨げない。 

（報告書の市議会への提出） 

第６条 教育委員会は、点検及び評価に関する報告書を作成し、市議会に提出する。 

（評価結果の公表） 

第７条 教育委員会は、点検及び評価の結果を市民に公表する。 

（評価結果の活用） 

第８条 教育委員会は、点検及び評価の結果を教育目標や基本方針等の策定や施策その他事

務事業の改善等に活用するものとする。 

（庶務） 

第９条 事務点検評価等に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。 

附 則 

この要項は、平成２０年７月８日から施行する。 

この要項は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

この要項は、平成２５年６月１日から施行する。 




