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◎平成２７年度　取組内容の取組状況の評価基準

段階 段階
A Ⅰ
B Ⅱ
C Ⅲ
D Ⅳ
E

段階
A
B
C
D

を定めた「あきる野市教育大綱」（以下「大綱」という）をあきる野市教育基本計画（以下「計画」という）の上位

方針として策定された。

　この報告書は、大綱及び計画に基づき、平成２７年度に実施した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及び評価の結果をまとめたものである。

一部できなかった
できなかった

事業を廃止

Ⅰ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめに

その結果に関する報告書を作成し、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。

　また、平成２７年４月１日の法改正に伴い、教育委員会制度は大きく改革された。この改正により、新たに定

められた規定に基づき、平成２７年８月に、あきる野市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策

Ⅱ　点検及び評価の基本方針Ⅱ　点検及び評価の基本方針Ⅱ　点検及び評価の基本方針Ⅱ　点検及び評価の基本方針

取　組　の　方　向　性

　(1)　事務事業

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「法」という）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及び評価を行い、

　(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。

　１　目的　１　目的　１　目的　１　目的

　２　定義　２　定義　２　定義　２　定義

　　平成２６年に策定した「あきる野市教育基本計画（第２次計画）」における基本施策に基づく個々の事務事

　業を点検の対象とし、その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。

　　　　　　２７年度取組内容（目標）について、その取組状況を点検するとともに、次年度以降の取組内容（目標）

　　　　　　と照らし合わせ、課題の抽出と取組の方向性を示し、それぞれ次の基準により評価した。

　　用語の意義は、次のとおりとする。

　　　　　　　示すことをいう。

　３　点検及び評価の対象　３　点検及び評価の対象　３　点検及び評価の対象　３　点検及び評価の対象

　(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

　　　　　　　 教育委員会事務局の各課は、「あきる野市教育基本計画（第２次計画）」で示す事務事業(中期）の

　４　点検及び評価の実施方法　４　点検及び評価の実施方法　４　点検及び評価の実施方法　４　点検及び評価の実施方法

　　　　　　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

　　　　　　　　　三浦佐知子　氏　　　社会教育委員

　　　　　　　 すべての事務事業(中期）の点検及び評価結果を踏まえ、教育委員会事務局 の部長及び課長級

　　　　　　と今後の方向性を示した。なお、今年度から各施策における評価結果は、各施策の事務事業に対す

　(3)　点検評価有識者

　　　　　　職員が、すべての基本施策に対する「３年間の目標(中期ビジョン）」について検討し、今年度の評価

　　　　　　る評価の平均を次の基準に当てはめ評価した。

できなかった

◎今後の取組ヘの方向性の評価基準

事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施

事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施

取　組　状　況
計画以上にできた
計画どおりできた
概ね計画どおりできた

　　点検及び評価は「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。

　 　　　　　　評価を行うに当たって、その客観性を確保するため、行政経験、教育に関し学識を有する次の

　(2)　基本施策

事業を計画どおり実施

◎平成２７年度　３年間の目標（中期ビジョン）に対する評価基準
取　組　状　況

目標以上に達成できた
目標を達成できた
一部できなかった
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　人権尊重と社会貢献の精神を育む教育の推進

　豊かな人間性と創造性を育み、未来をひらく学力を伸ばす教育の推進

　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

Ⅲ　教育目標、基本方針及び基本施策Ⅲ　教育目標、基本方針及び基本施策Ⅲ　教育目標、基本方針及び基本施策Ⅲ　教育目標、基本方針及び基本施策

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、環境整備を行
い、市民との協働による学習・交流活動を推進する。

　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。

基本方針２

　子どもたちが、国際社会に生き、社会の変化に主体的に対応していけるよう、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４

　子どもたちが、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下
に、相互に連携・協力できる体制づくりを推進する。

「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、子どもたちが、知性、感性、道徳心を育み、体力を向上さ
せ、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２５年１２月決定
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３ 　施策体系図３ 　施策体系図３ 　施策体系図３ 　施策体系図

取　組　目　標取　組　目　標取　組　目　標取　組　目　標

1

2

【取組１】【取組１】【取組１】【取組１】 3

4

5

6
【取組２】【取組２】【取組２】【取組２】

7

【取組３】【取組３】【取組３】【取組３】 8

9

10

11

12
【取組５】【取組５】【取組５】【取組５】

13

14

生涯学習・文化・スポーツの振興生涯学習・文化・スポーツの振興生涯学習・文化・スポーツの振興生涯学習・文化・スポーツの振興 15

【取組６】【取組６】【取組６】【取組６】 16

17

18

19
【取組７】【取組７】【取組７】【取組７】

20

21

22

いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦◆

児童・生徒が安心して通える、安全で快
適な教育環境の整備を推進する

基 本 施 策 　（◆は重点施策）基 本 施 策 　（◆は重点施策）基 本 施 策 　（◆は重点施策）基 本 施 策 　（◆は重点施策）

家庭における子育ての支援を行うととも
に、地域社会における青少年の健全育
成活動を支援し、推進する

学力向上対策の強化◆

子ども読書活動の推進
小中一貫教育を充実させ、知・徳・体の
調和のとれた児童・生徒を育成する

国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進

豊かな人間性を育む教育の推進
「生きる力」を育む学校教育の推進「生きる力」を育む学校教育の推進「生きる力」を育む学校教育の推進「生きる力」を育む学校教育の推進

学校経営力と教員の力量を高め、魅力
ある学校づくりを推進する

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

特別支援教育の推進◆
多様な教育的ニーズに対応した教育を
提供する

体力向上・健康増進に向けた取組

教育情報の提供

家庭や地域との協働により、地域の特
色を生かした、安全で活気ある学校づく
りを推進する

学校支援体制の強化

学校安全安心対策の強化

教育の機会均等などの確保

【取組４】【取組４】【取組４】【取組４】 学校施設・設備の整備

文化財の保護と活用の推進

文化の振興
市民一人一人が充実した人生を送るこ
とができるよう生涯学習を推進する

スポーツの推進◆

生涯学習活動の推進◆

幼児教育の推進

家庭教育の支援

青少年の健全育成の推進◆

施設の効率的な管理運営

施策

番号
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あきる野市教育委員会重点施策あきる野市教育委員会重点施策あきる野市教育委員会重点施策あきる野市教育委員会重点施策    

（平成２６年度から平成３２年度（平成２６年度から平成３２年度（平成２６年度から平成３２年度（平成２６年度から平成３２年度までまでまでまで））））    

市民との協働の推進市民との協働の推進市民との協働の推進市民との協働の推進     小中一貫教育の推進小中一貫教育の推進小中一貫教育の推進小中一貫教育の推進 

あきる野市あきる野市あきる野市あきる野市教育委員会は、一人一人を大切にする「特別支援教育」教育委員会は、一人一人を大切にする「特別支援教育」教育委員会は、一人一人を大切にする「特別支援教育」教育委員会は、一人一人を大切にする「特別支援教育」

の考え方のの考え方のの考え方のの考え方の下下下下、、、、６６６６の施策の施策の施策の施策をををを重点重点重点重点としてとしてとしてとして取り組んでいきます。取り組んでいきます。取り組んでいきます。取り組んでいきます。 

おとなが手本のあきる野市おとなが手本のあきる野市おとなが手本のあきる野市おとなが手本のあきる野市 



　平成２７年４月定例会（平成２７年４月２３日）

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

承　　認

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

結　果

決  定

報　　告

　平成２７年５月定例会（平成２７年５月２６日）

番　号

協議事項(1)

平成２７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

報告事項(1)

平成２７年度中学生海外派遣事業の実施中止について

議案　１８ あきる野市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

議案　１９ あきる野市図書館協議会委員の解任及び任命について

《 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27年度は下表のと
おり、定例会１２回、臨時会１回を開催し、議案２０件、報告３件、報告事項１７件、協議事項２件について審議
等を行った。

番　号 件　　　名

議案　２０ あきる野市スポーツ推進審議会委員の解嘱及び委嘱について

報告事項(1) 平成２８年度使用教科用図書採択事務について

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

件　　　名

議案　２１

平成２７年度大規模地震対応訓練の報告について

　平成２７月６月定例会（平成２７年６月２５日）

番　号

あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例

議案　２３
あきる野市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関
する事務取扱規程の一部改正について

「あきる野市地域子ども育成リーダー制度の活用」について

件　　　名

報告事項(1)

やましろ　せいほう H24.10.28　～
H28.10.27

H25.10.28　～
H29.10.27

田野倉　美　保

委　　 員
たんじ　みつる H26.10.28　～

H30.10.27丹　治　　　　充

山　城　　清　邦

委　　 員

教 育 長
職務代理者

たのくら　みほ H27.11.26　～
H31.11.25

教 育 長
きさいち　ゆたか

《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》

H27.4.1～H28.3.31H27.4.1～H28.3.31H27.4.1～H28.3.31H27.4.1～H28.3.31

H27.11.26　～
H30.11.25私　市　　豊

Ⅳ　教育委員会の活動状況についてⅣ　教育委員会の活動状況についてⅣ　教育委員会の活動状況について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教
育長及び４人の委員で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。教育長は、委員会の会務を総理し委員会を代表する。また、任期については、教育長が３年、委
員は４年となっている。

宮　田　　正　彦委　 　員
みやた　まさひこ

職　名 氏 　名 任 　期
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結　果

採　　択

原案可決

結　果

原案可決

原案可決

採　　択

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

決  定

結　果

当　　選

当　　選

結　果

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

結　果

報　　告

報　　告

　平成２７年８月定例会（平成２７年８月２８日）

教育長課題提起「多様な教育機会確保法（案）についての学習」

議案　２５ 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

報告事項(1) あきる野市生涯学習推進計画「あきる野学びプランⅢ」について

　平成２７年９月定例会（平成２７年９月２４日）

番　号

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

　平成２７年１２月定例会（平成２７年１２月２４日）

番　号

報告事項(1)

議案　３１

平成２７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

あきる野市中央図書館増戸分室業務委託選定審査委員会設置要領につい
て

報告事項(2)
あきる野市中央図書館増戸分室図書館業務委託に係るプロポーザル実施
要領について

議案　３２

協議事項(1)

番　号 件　　　名

委員長の選挙について

番　号 件　　　名

委員長職務代理者の指定について

　平成２７年１０月定例会（平成２７年１０月２２日）

教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び市立学校副校長に委
任する規程及びあきる野市教育委員会事案決定規程の一部改正について

議案　３０

平成２８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

議案　２７
平成２７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２６年度分）報告書について

議案　２８

件　　　名

議案　２９

番　号 件　　　名

あきる野市教育委員会公告式規則等の一部を改正する規則

件　　　名

報告事項(2) 国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要領の制定について

議案　２４

件　　　名

　平成２７年７月定例会（平成２７年７月２３日）

平成２８年度使用教科用図書（中学校）の採択について

報告事項(1)

　平成２７年１１月定例会（平成２７年１１月２５日）

教育長職務代理者の指名について

番　号

議案　２６ 平成２７年度あきる野市教育委員会所管予算（第２号補正）について
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結　果

原案可決

報　　告

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

結　果

承　　　認

承　　　認

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

報　　告

報　　告

あきる野市体育施設予約システム構築委託に係るプロポーザル実施要領
について

番　号 件　　　名

番　号 件　　　名

報告事項(3)

件　　　名

報告　　１

報告　　２

報告事項(3)
中央図書館増戸分室における図書館業務委託受託事業者の選定結果につ
いて

報告事項(2)

臨時代理した平成２８年度あきる野市教育委員会所管予算に関する報告
及び承認ついて

報告事項(1) あきる野市体育施設予約システム選定審査委員会設置要領について

臨時代理した平成２７年度あきる野市教育委員会所管予算（第４号補
正）に関する報告及び承認ついて

報告事項(4) 平成２７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

　平成２８年２月定例会（平成２８年２月２５日）

番　号

　平成２８年１月定例会（平成２８年１月２５日）

議案　　１ あきる野市有形民俗文化財の指定に係る諮問について

件　　　名

　平成２８年　第1回臨時会（平成２８年２月９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

報告事項(1)
あきる野市体育施設予約システム構築委託に係る受託事業者の選定結果
について

　平成２８年３月定例会（平成２８年３月２４日）

議案　　５

平成２７年度学力調査結果について

あきる野市図書館複写サービス取扱要領の改定について

あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則等の一部を改正する規則

報告事項(1)

あきる野市文化財保護審議会委員の委嘱について

議案　　４

報告事項(2)

議案　　３

番　号

あきる野市有形民俗文化財の指定について

平成２７年度あきる野市特別支援教育検討委員会会議報告について報告事項(2)

図書館利用者登録に関する取扱要領について
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平成28年1月15日 東京都市町村教育委員会連合会理事研修会 東京自治会館

東京都市町村教育委員会連合会研修会

群馬県　富岡製糸場　外

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

平成27年9月17日

訪問学校名

平成27年9月29日

多西小学校

前田小学校

屋城小学校

増戸小学校

西中学校平成27年6月16日

東京都庁

平成27年10月27日

平成27年9月25日

平成27年6月26日

平成27年9月28日

場　所

平成27年5月29日

平成27年10月19日

平成27年12月21日

平成28年1月25日

西秋留小学校

平成27年11月30日

東京都市町村教育委員会連合会管外視察研修平成27年10月9日

事　業　名・内　容

平成27年4月30日

平成27年5月19日 東京都市町村教育委員会連合会定期総会

東京自治会館平成28年2月16日

奥多摩町　福祉会館
森林セラピーロード

平成27年11月12日

南秋留小学校

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会

　教育長及び教育委員は、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２７年度は、次のとおり参加した。

東京自治会館

開　催　日

増戸中学校

平成27年7月16日

平成27年4月9日

《 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 》

東京自治会館

東京自治会館

東秋留小学校

新潟県 長岡市立劇場 外

平成27年11月16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

御堂中学校

東中学校

平成28年1月21日

平成28年2月5日

五日市小学校

一の谷小学校

平成27年7月2日 東京都市町村教育委員会連合会研修推進委員会

五日市中学校

平成27年11月4日

秋多中学校

草花小学校

平成27年9月11日

訪問日

《 学校訪問 》《 学校訪問 》《 学校訪問 》《 学校訪問 》

　教育長及び教育委員は、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２７年度は、次のとおりと行った。

東京自治会館

平成27年8月27日 東京都市町村教育委員会連合会研修推進委員会 東京自治会館
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卒業式

展覧会

学校公開

市立小学校

卒業式

書き初め展

合唱コンクール

演奏会

展覧会

餅つき感謝祭

展覧会

学校公開

歌舞伎教室

伝統・文化発表会

音楽会

音楽会

平成28年1月23日 東秋留小学校

言語能力向上拠点校・
研究推進校研究発表会

展覧会

御堂中学校

学校公開

平成28年3月9日 御堂中学校

秋多中学校、東中学校、五日市中学校

平成27年10月9日

平成27年10月3日

平成28年1月23日

祖父母参観

学校公開

人権尊重教育推進校
研究発表会

内　容

入学式

入学式

学校公開

学校公開

運動会

一の谷小学校

屋城小学校

御堂中学校

屋城小学校

多西小学校、草花小学校

五日市小学校

東秋留小学校

西秋留小学校

屋城小学校、草花小学校

五日市小学校

運動会、体育大会

道徳授業地区公開講座

多西小学校、草花小学校、前田小学校、増戸中学校

体育大会

体育大会

運動会

屋城小学校

五日市中学校

秋多中学校、東中学校、西中学校、御堂中学校

学　校　名

市立小学校

市立中学校

東中学校

五日市小学校

東秋留小学校、西秋留小学校、南秋留小学校
一の谷小学校、増戸小学校、五日市小学校

平成28年1月30日

平成27年4月7日

平成28年3月18日

平成27年11月12日

開　催　日

平成27年5月30日

平成27年10月3日

平成27年5月9日

《 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》

平成27年9月19日

平成27年4月6日

平成28年1月30日

増戸中学校

五日市中学校

草花小学校、御堂中学校

平成28年3月24日

市立中学校

西中学校

前田小学校

平成27年10月29日

平成28年3月20日

平成27年12月4日

平成27年6月23日

　教育長及び教育委員は、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２７年度の主な参加行事等は、次のとおりである。

平成27年9月12日

平成27年11月20日

平成27年11月21日

平成27年10月30日

平成28年1月23日

南秋留小学校

平成27年11月11日

平成27年10月10日

平成28年1月30日

平成28年1月23日

平成27年5月23日

平成27年5月8日
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平成27年7月13日 マールボロウ市との教育交流事業に係る意見交換会 市役所

平成27年10月31日 中学校海外訪問団歓迎式 ルピアホール

一の谷小学校創立４０周年記念式典 一の谷小学校

ふれあいセンター

あきる野市小中学校PTA連合会定期総会 サマーランド

秋川キララホール

平成27年11月10日 中学校海外訪問団帰国式 市役所

東京サマーランド

都立秋留台公園

平成28年2月7日 東京都中学生駅伝大会 味の素スタジアム

まほろばホール

平成28年1月4日

平成27年8月25日 授業実践力向上研修会

平成27年6月6日

秋川キララホール

秋川体育館

あきる野ルピア

社会を明るくする運動

　教育長及び教育委員は、年間を通して関係行事等へ参加している。平成２７年度の主な参加行事等は、次
のとおりである。

羽村ゆとろぎホール

五日市会館

まほろばホール

平成27年10月10日

まほろばホール

秋川キララホール

秋川体育館

秋川キララホール

あきる野ルピア

秋川キララホール

平成27年7月18日

平成28年3月5日 生涯学習シンポジウム

平成28年2月6日

平成28年2月23日 あきる野市小中学校教育研究会研究発表会

青少年音楽の祭典

あきる野市の若き音楽家フェスティバル演奏会

平成28年1月11日 成人式

あきる野市民綱引き大会平成28年2月14日

あきる野市中学生の主張大会

平成27年12月13日 海外派遣交流事業報告会

平成27年12月12日 秋流子ども体験塾小中学校駅伝大会

菅生歌舞伎公演

市役所

五日市ファインプラザ体育館

あきる野市民まつり市民文化祭開会式

教育フォーラム

五日市会館

秋川体育館あきる野市子どもすもう大会

「いじめをなくそう」子ども会議

市内各駅前

平成28年3月31日 退職教職員辞令伝達式

賀詞交歓会

平成27年10月24日

平成28年1月9日

平成27年10月24日

平成27年11月3日 あきる野市民表彰式・青少年善行表彰

平成28年1月9日

平成27年12月5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27年4月15日

平成27年7月11日 おとなが手本のあきる野市「あいさつ標語カルタ大会」

開　催　日

平成27年5月10日

平成27年7月7日

秋川流域合唱祭

平成27年7月3日

平成27年6月28日

市役所

市役所平成27年4月1日

《 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》

教職員辞令伝達式

場　所事　業　名・内　容
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  Ⅴ 平成２７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 

                     



○

○

 基本施策 １　 基本施策 １　 基本施策 １　 基本施策 １　

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価結果

Ｈ２６

AAAA

Ｈ２７

ＢＢＢＢ

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　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

　
　児童・生徒が他者との関わりの中で人間性豊かに成長していくためには、安全に安心して生
活できる教育環境が必要です。とりわけ、いじめや不登校といった課題については、人間関係
や、家庭、学校、地域の環境など様々な要因が関わることから、保護者や地域、関係機関と
の連携を密に図り、組織的に対応していくことが重要です。
　そこで、「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえて「いじめ防止基本方針」を策定し、未然
防止と早期発見、早期対応に重点を置き、学校における教育相談体制や学校と関係機関と
の連携体制を充実させます。

　
　「いじめ防止基本方針」を策定し、その方針に基づいて、各学校のいじめ防止対策を充実
させます。
学校の教育相談体制を生かした取組を充実させるとともに、教育相談所や適応指導教室
等の関係機関との連携協力を深めさせ、いじめ・不登校対策を強化します。
　　・いじめ把握件数に対するスクールカウンセラー活用率５０%
　　・いじめ・不登校件数１０%減
　　・適応指導教室に在室している児童・生徒の年度末学校復帰率５０%

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

　平成２５年度から平成２６年度にかけて大幅に減少したいじめの認知件数は、平成２７年度はさらに４件減少
し１０件となった。これは、月１回の「いじめについて考える日」の取組や７月の「いじめをなくそう」子ども会議の
実施、各校での道徳教育や特別活動の充実により、児童･生徒がいじめについて正しく理解するとともに、主体
的にいじめをなくすための取組を継続的に行っている成果であると考えられる。
　　また、１０件の案件は、すべて年度内に解消している。これは、認知したいじめに対し、教員が組織的に対
応できていると考えられる。今後も各校が年度当初に学校いじめ対策委員会の役割を確認し、そこを窓口にし
て、組織的に対応するように指導していく必要がある。
　さらに、いじめの認知について、いじめがSNSなどを使った学校生活以外において発生していることがあり、
いじめを教員が把握しにくくなっている傾向が見られる。今後広く子どもたちの人間関係についても、注視して
いく必要があると考えられる。
　不登校対策に関しては、各学校において、児童・生徒理解のための研修を行うなど、新たな不登校児童・生
徒を出さないよう、児童・生徒理解を進めるとともに、学校生活の充実を図った。また、課題が見られた場合
は、学校、教育委員会、教育相談所、適応指導教室（せせらぎ教室）、子ども家庭支援センター等の関係機関
で必要に応じてケース会議等を実施し、それぞれの役割を明確にし、連携体制が強化された。その結果、平成
２６年度は６３件だった不登校数は、５６名と減少した。
　また、平成２７年度適応指導教室（せせらぎ教室）に在室した児童･生徒は２４名いた。これらの児童・生徒に
対し、適応指導教室（せせらぎ教室）と在籍校が連絡会を年３回実施し、個に応じた指導を推進したことで、そ
のうち８名が卒業しそれぞれ進学することができた。

Ｈ２８

評価基準

評価評価評価評価

評価年度

担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　全校に学校いじめ対策委員会を設置し、その存在を全職員に周知するよう指導するとともに、い
じめやいじめの疑いについて組織的な対応を行うよう指導した。また、ふれあい月間や日常的な
取組の充実を図るよう、校長会や副校長会、生活指導主任会及びいじめ問題対策連絡協議会等
の機会を活用し、取組状況の確認や必要に応じて指導･助言を行った。その結果、今年度のいじ
めの認知件数は、平成２６年度の１４件から１０件に減った。またその１０件も解決済みとなった。
　不登校対策に関しては、ふれあい月間における取組や長期欠席児童･生徒の個人票の活用、ス
クールカウンセラーの活用等により、昨年度の不登校数６３件に対し、今年度は５６件に減少し
た。

　教育相談部や学校いじめ対策委員会を中心とした組織的対応を徹底し、学校におけるいじめ対
策及び不登校対策を今後も充実させ、いじめ・不登校（ゼロ）を目指す。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

主管課 指導室

・いじめの未然防止・早期発見・早期対応に向けた校内組織の
  設置・運営いじめ防止条例及びいじめ防止基本方針の検討・策定
・学校における「いじめ防止基本方針」の検討、策定
・ふれあい月間等の調査を生かした取組の実施
・長期欠席児童・生徒の個人票の活用
・いじめ問題担当者連絡会等での情報交換と研修
・教育相談担当者会等を通じたスクールカウンセラーの活用推進

評価
Ｈ２８ 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ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ

方 向 性

【２７年度取組内容】

1111 いじめ防止対策の強化いじめ防止対策の強化いじめ防止対策の強化いじめ防止対策の強化

Ｈ２６
評価

取組状況

【２７年度取組内容】

Ｈ２７

2222

Ｈ２６

学校における教育相談体制の充実学校における教育相談体制の充実学校における教育相談体制の充実学校における教育相談体制の充実

方 向 性

課　　題

取組状況

Ｈ２８

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２７

ＢＢＢＢ

　条例を市民に啓発するためのリーフレットを作成し、配布した。
　いじめ問題対策連絡協議会については、委員を検討し、７月と2月に年2回開催した。協議会で
は、本市のいじめ対策について報告するとともに、関係諸機関からの情報や意見をいただいた。さ
らに、「いじめ（ゼロ）への挑戦」に向けた意見交換が活発に行われた。
　また、7月には「いじめをなくそう子ども会議」を開催し、児童会・生徒会が主体となったいじめ撲
滅への取組について、各校の代表が集まり話し合いを行った。
　さらに毎月１回各校において「いじめについて考える日」の取組を実施し、いじめ（ゼロ）を目指し
た未然防止等の取組を充実させた。

　条例の趣旨を踏まえ、引き続きいじめ撲滅に向け学校を指導するとともに、年２回の連絡協議会
の充実を図る。SNSあきる野ルールを策定し、ネットいじめ等の未然防止を図る。

・いじめ防止基本方針を踏まえた対応の充実
・いじめ問題対策連絡協議会の検討・設置

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

指導室主管課

変更
内容

Ⅱ

課　　題
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方 向 性

　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。
　今年度、在室者は２４名で、そのうち中学３年生の８名が卒業しそれぞれ進学した。

　昨年度同様に指導室とせせらぎ教室と学校の日程を調整し、年３回の連絡会を実施する。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　　　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＤＤＤＤ

変更
内容

学校と適応指導教室との連携体制の充実学校と適応指導教室との連携体制の充実学校と適応指導教室との連携体制の充実学校と適応指導教室との連携体制の充実 主管課 指導室

・年３回以上の在籍校面談の実施【２７年度取組内容】

ＢＢＢＢ

　スクールカウンセラー担当者連絡会や教育相談担当者連絡会等にスクールカウンセラーを参加
させ、担当者に効果的な活用方法を指導・助言した。
　教育相談所、適応指導教室（せせらぎ教室）、子ども家庭支援センターと、定期的にカンファレン
スを年１３回実施し、情報共有を図った。
　教育相談所の取組としては、電話相談件数が昨年度より４１件減の２０３件、通所相談件数が５
１件増の１３９３件だった。相談者のニーズに応じた相談を実施することができた。

　月に２回程度実施予定だったカンファレンスが、出席者の関係で実施できないことが度々あっ
た。実施可能な日程計画を立てる必要がある。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

学校と教育相談所との連携体制の充実学校と教育相談所との連携体制の充実学校と教育相談所との連携体制の充実学校と教育相談所との連携体制の充実 主管課 指導室

・スクールカウンセラーとの連携強化
・関係部局とのカンファレンスの開催による情報交換と助言
・特別な支援や配慮を必要とする児童・生徒及び保護者との相談の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ

取組状況

4444

3333

取組状況

【２７年度取組内容】

課　　題

BBBB

課　　題

方 向 性
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○

○

○

○
○

○

○

評価評価評価評価

評価結果 BBBB ＢＢＢＢ

ＢＢＢＢ

Ｈ２７

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果

　豊かな人間性を育む教育の推進　豊かな人間性を育む教育の推進　豊かな人間性を育む教育の推進　豊かな人間性を育む教育の推進

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

Ｈ２８

担当部署　【指導室】【図書館】担当部署　【指導室】【図書館】担当部署　【指導室】【図書館】担当部署　【指導室】【図書館】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

ＢＢＢＢ

Ｈ２６

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

【指導室】
各学校において、人権教育推進委員会での取組や、人権尊重教育推進校（※人権尊重の
理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別の解消を目指すとともに、人権教育を一
層充実させるため、東京都の委託事業として、指定校において人権尊重に関する研究実
践を実施する学校）の実践成果を生かした人権教育の充実を図ります。
各学校における道徳の時間を基本とした、全教育活動における意図的・計画的な道徳教
育をより一層充実させます。
家庭・地域及び関係機関と連携した道徳授業地区公開講座（※学校の道徳授業を公開
し、家庭、学校、地域における道徳教育の在り方や今後の連携について相互の理解を深
めるために、意見交換をする場として開催するもの）を充実させ、意見交換会参加者の増
加を目指します。
小中一貫教育の視点を踏まえたキャリア教育の充実を図ります。
友好姉妹都市宮城県栗原市との交流事業を通して、他の地域の中学生と友好関係を深め
るなど、様々な人と関わることのできる豊かな人間性を育む教育の充実を図ります。
家庭、学校、地域及び関係機関との連携を図り、あきる野市の豊かな自然環境を生かした
環境教育や、児童･生徒に環境に配慮した行動力を身に付けさせるための教育活動の充
実を図ります。
　【図書館】
図書館インターンシップ事業により、働くことへの関心を高めるとともに、社会人としての基
盤を身に付けさせ、主体的な活動ができるよう取り組みます。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

 基本施策 ２ 基本施策 ２ 基本施策 ２ 基本施策 ２

　
　児童・生徒が社会の中でより良い人間関係を構築し、豊かな社会生活を送るためには、人
権尊重の精神を基盤とし、自他を大切にする心や規範意識など道徳的価値に関する自覚を
深め、道徳的実践力を高めていくことが重要です。
　また、他者や社会、自然環境との豊かな関わりの中で、これらとともに生きていく態度や能
力を身に付けていくことが重要です。そこで、人権教育の視点に立ち、全教育活動を通じて道
徳教育の充実を図るとともに、様々な自然体験や社会体験、交流活動を重視して、児童・生
徒一人一人に豊かな人間性を育む教育を充実させます。
　さらに、社会貢献活動を通じて、自らの適性を考える機会を提供するとともに、社会の一員と
しての役割や、人と人との関わりの中で他者を思いやる豊かな心の育成に努めます。
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【】【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

　図書館業務の体験を通じて、働くことの意義について理解を深めるとともに、自らの適性を考える機会を提供
することができた。
　特に夏休みのボランティアは、延べ体験者数が昨年度より25%増加し、さらに図書館司書実習生を受入れて
３図書館で対応するなど、取組の充実も図ることができた。
　体験日数の多かった参加者を中心に、提供するサービスに対する利用者の満足感を自らの喜びとして捉え
られるようになったり、主体的に活動に取り組んだり、相手を思いやるやさしい心や豊かな感性など、多くのこと
を学びとっており、体験の成果が現れている。
　利用者との関わりの中で多くのことを学び、豊かな心の形成につながることから、体験者にはできるだけ多く
の体験時間を確保してほしいが、十分に確保できない事例もある。このため、これまでも注意事項や作業内容
の説明の効率化を図ってきたが、さらに効率的な指導と事前説明会の活用により、体験事業の充実を図る必
要がある。

　人権教育については、人権教育推進委員会を市独自に年３回、他市町村と共催でブロック連絡会を年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。特に、南秋留小学校が子供と高齢者をテーマに人
権尊重教育推進校として２年間の研究を推進し、11月20日（金）に研究成果を発表した。これらの研究成果を
もとに、今後は、その他の人権課題、新たな人権課題を取り上げ、一層児童・生徒の人権感覚を磨いていく必
要がある。
　道徳教育については、都の主任指導主事を招聘し、「特別な教科　道徳」の実施に向けた国や都の動向につ
いて研修を行ったり、市内全校全学級において、道徳授業地区公開講座を実施したりして充実を図った。今後
は道徳の授業を通して成長した児童・生徒の姿を通知表等を活用して、家庭と情報共有を図っていくとともに、
道徳の授業の充実を図るため、道徳教育推進拠点校である西中学校や五日市小学校の取組について指導・
助言を行うとともに、校長会や副校長会、教務主任会、道徳主任会等で紹介し、活用するよう指導する。
　キャリア教育は、小中９年間を見通した取組を推進した。職場体験は、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含めて、実践的に学ぶことができた。今年度も事
業所との連携強化を図るために、教育委員会広報「一房のぶどう」に全事業所名を掲載し、職場体験について
多くの市民に周知していくことで、一層協力を仰いでいく。
　栗原市交流事業は、８月４日（火）から６日（木）までの３日間で４５名の生徒が参加した。剣道部交流や生徒
会交流、五日市憲法草案の碑石見学やふるさと工房での和紙作り体験などを通して、栗原市の生徒たちとの
交流を深めた。栗原市と綿密な連絡を取ることで、生徒間の友好的な交流が図れるように計画・実施していく。
　環境教育に関しては、全１０小学校による小宮自然体験学校を活用した学習を実施した。また、地域人材を
活用した農業体験等や環境月間の取組等、各校で特色ある取組が実施できた。戸倉しろやまテラス秋川流域
ジオ情報室の有効活用について検討する。

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

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
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　職場体験学習については、今後も地域等への一層の理解推進を図る必要がある。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

主管課 指導室

・キャリア教育推進委員会等を活用した各学校のキャリア教育の充実
・職場体験学習における受入れ事業先との連携強化

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ

　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。第１回の道徳主任会では、都の主任
指導主事を招聘し、「特別な教科　道徳」の実施に向けた国や都の動向について研修を行った。
　市内全校全学級において、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・学校が一体となって取り組む道徳教育の啓発を行った。

　「特別の教科　道徳」の実施に向けて、毎授業の児童･生徒の様子や学校生活全体での児童･生
徒の心の変容等を適切に見取り、通知表等をとおして、家庭と情報共有を図っていく。道徳教育推
進拠点校である西中学校や五日市小学校の取組について指導・助言を行うとともに、校長会や副
校長会、教務主任会、道徳主任会等で紹介し、活用するよう指導する。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

・道徳主任会の実施
・道徳授業地区公開講座の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

【２７年度取組内容】

課　　題

方 向 性

取組状況

【２７年度取組内容】

　キャリア教育担当者連絡会を年１回、進路指導主任会を年２回開催し、各校のキャリア教育の取
組について情報交換するとともに、小中９年間を見通したキャリア教育の推進にむけて協議を行っ
た。
　職場体験については、あきる野市内を中心とした全１１９事業所で、３日間の職場体験学習を実
施した。生徒は、体験を通して、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含めて、実践的に学ぶことができた。
　今年度も事業所との連携強化を図るために、教育委員会広報「一房のぶどう」に全事業所名を
掲載し、職場体験について多くの市民に周知した。

7777 キャリア教育の推進キャリア教育の推進キャリア教育の推進キャリア教育の推進

道徳教育の推進道徳教育の推進道徳教育の推進道徳教育の推進

課　　題

方 向 性

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８

方 向 性
Ⅲ

6666

取組状況

 人権尊重教育推進校が指定校がないため,人権尊重教育推進校発表会の実施を削除す
る。

主管課 指導室

取組状況

・人権教育推進委員会の実施
・人権尊重教育推進校発表会の実施

　人権教育推進委員会を年３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２回行い、各校の人権教育推進委員が他市町村に
おける取組を学ぶとともに、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
体的な手だてについての理解を深めることができた。
　南秋留小学校は子供、高齢者とテーマに人権尊重教育推進校として２年間の研究を推進し、11
月20日（金）に研究成果を発表した。

課　　題 　その他の個別の人権課題、新たな人権課題などについても取り上げていく必要がある。

【２７年度取組内容】

ＢＢＢＢ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

5555 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 主管課 指導室

Ｈ２６ Ｈ２７
評価
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Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

・中・高生の職場体験の受入れ
・図書館司書実習の受入れ

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ

　各校の主体的な教育活動を支援するために、森林レンジャーとの日程調整や適切な予算配当を
行う。また、戸倉しろやまテラス秋川流域ジオ情報室の有効活用について検討する。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

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 主管課 図書館

Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　小学校全校で小宮自然体験学校を活用し、自然環境を生かした学習を実施した。地域資源を生
かした教育活動としては、農業体験活動や伝統・文化体験活動の際に、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た。
　環境月間の取組としては、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、ゴミの分別などを実施した。

　次年度の派遣事業に向けて、参加する生徒にとって友好を深める計画を立てる。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

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 主管課 指導室

Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　８月４日（火）から６日（木）までの３日間、栗原市交流事業を実施した。参加した４５名の生徒は、
剣道部交流や生徒会交流、五日市憲法草案の碑石見学やふるさと工房での和紙作り体験などを
通して、栗原市の生徒たちとの交流を深めた。

評価
Ｈ２６

友好姉妹都市栗原市交流事業の実施友好姉妹都市栗原市交流事業の実施友好姉妹都市栗原市交流事業の実施友好姉妹都市栗原市交流事業の実施 主管課 指導室

課　　題

方 向 性

　体験者数の増加に伴い、注意事項や作業の説明に割かれる時間が増大している。事前説明会
を最大限活用し、効率的な説明を行い、体験事業の充実を図る必要がある。

Ⅱ

課　　題

方 向 性

10101010

取組状況

【２７年度取組内容】
・小宮自然体験学校や地域の教育資源等を活用した教育活動の推進
・環境月間における各学校の実態に即した取組の推進

9999

取組状況

【２７年度取組内容】

ＢＢＢＢ

　職場体験については、中央図書館で市内中学校3校12人、東部図書館で同1校、3人を受入れ
た。
　インターンシップ活動については、中央図書館で社会福祉協議会主催「夏！体験ボランティアin
あきる野」に参加し、高校生・大学生、延べ130人を受入れた。
　図書館司書実習生（大学3年）1人を受入れ、中央図書館、東部図書館エル、五日市図書館にお
いて実習を行った。

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

課　　題

方 向 性

【２７年度取組内容】 ・本市で開催

8888

取組状況

Ｈ２７
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○

○

○

評価評価評価評価

Ｈ２８

評価結果

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

日本の伝統・文化理解教育の推進については、平成２７年度開催予定の「全国地芝居サ
ミット」への小・中学生の積極的な参加に向けて、各学校の状況に応じて、家庭・地域との
連携や、支援体制の整備を進め、充実を図ります。
ＡＥＴ（※Assistant English Teacherの略で、日本人の英語教師とチームで授業を行う外国
人講師のこと。）の派遣事業等の人的支援の活用を通して、小学校外国語活動及び中学
校外国語科におけるコミュニケーション能力向上に向けた指導の充実を図ります。
国際姉妹都市である米国マールボロウ市のウィットコムスクールの学生を受け入れ、ま
た、市内中学生を派遣し、教育交流事業の充実を図ります。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】【生涯学習スポーツ課】担当部署　【指導室】【生涯学習スポーツ課】担当部署　【指導室】【生涯学習スポーツ課】担当部署　【指導室】【生涯学習スポーツ課】

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　グローバル化の進展の中で、自分たちとは異なる文化と共存し、国際社会の中で活躍して
いくためには、我が国や郷土の伝統・文化についての理解を深め、尊重する態度を身に付け
るとともに、２０２０年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることを踏まえ、外国の
文化や言語について理解を深め、積極的にコミュニケーションを図る能力・態度を育てること
が重要です。
　そこで、伝統・文化理解教育では、郷土の伝統・文化活動を積極的に活用し、学習活動や学
校行事等に取り入れるとともに、地域の伝統・文化継承活動への参加を推進します。
　一方、外国語教育においては、外部人材を効果的に活用してコミュニケーションの能力と態
度を育成する教育を充実させるとともに、国際化に向けた環境を整備していきます。
　また、国際姉妹都市である米国マールボロウ市との教育交流事業を推進し、国際社会で活
躍できる能力・態度を育てる教育を充実させます。

 基本施策 ３ 基本施策 ３ 基本施策 ３ 基本施策 ３ 　国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進　国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進　国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進　国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進

Ｈ２８

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

評価基準

ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価結果 ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　第25回地芝居サミットinあきる野が５月２日３日に開催され、東秋留小学校の歌舞伎クラブと東
中学校の伝統芸能部が参加した。また、ボランティアとして、秋多中の生徒が４名、東中が３名、
御堂中が２名、西中が1名参加した。
　また、多西小学校が東京都の日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業を通し
て、外国人との定期的な交流や日本の伝統・文化への理解を深め、積極的に発信しようとする態
度を育成する取り組みを行った。
　さらに、今年度は４回の推進委員会を開催し、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った。

　オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、オリンピック・パラリンピック教育の取組と、地域と
連携した日本の伝統・文化の理解推進を図る取組を充実していく必要がある。

Ⅰ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

　オリンピック・パラリンピック教育の推進
　2020年オリンピック・パラリンピック開催に向けた教育を通して、日本人としての自覚と誇
りを育成する。

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

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 主管課 指導室

　第25回地芝居サミットinあきる野への児童・生徒の参加を促すことができた。また、東京都の日本の伝統・文
化の良さを発信する能力・態度の育成事業を通して、多西小学校では外国人との定期的な交流や日本の伝
統・文化への理解を深め、積極的に発信しようとする態度を育成する取組を行うとともに、全１６校についても
それぞれ特色ある取組を行い、それを互いに紹介し合った。
　これらの活動をもとに、オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、オリンピック・パラリンピック教育の取組
と、地域と連携した日本の伝統・文化の理解推進を図る取組を充実していく必要がある。
　さらに小学校の外国語活動の時間及び中学校外国語科の授業の充実を図るためＡＥＴを派遣した。次年度
は、東京都英語教育推進地域指定事業を受け、英語教育アドバイザー、英語教育コーディネーター、AETなど
の外部人材を活用した小学校英語教科化に向けた取組の充実を図る。

取組状況

【２７年度取組内容】 ・地芝居サミットへの児童・生徒の参加

11111111

方 向 性

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

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

　国際的視野を持つ人材の育成により市の国際化を推進するため、訪日したウィットコム・スクール生徒８人及
び引率者３人を受入れ、市内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。
　当該事業に参加した生徒・保護者及び協力者の多くが、市の国際化推進事業を支える大きな力となっている
ことから、教育交流の枠を超えた成果を生んでいるといえる。
　受入事業の際の受入家庭の申込みが少ないことから、受入を行うことで磨かれる国際的感覚や受入家庭が
得るメリットなどを更にＰＲし、受入家庭の増加に取組む。
　なお、派遣事業については、マサチューセッツ州の学校施設立入りのために必要な予防接種の規定により、
マールボロウ市の学校施設に行けなくなったことに伴い、マールボロウ市側の受入が出来なかったため、平成
27年度は中止した。
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Ⅲ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

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ＢＢＢＢ ＤＤＤＤ

 派遣事業については、マサチューセッツ州の教育施設内への立ち入る場合には、州が指定する
予防接種を済ましていなければならないことから、訪問先の学校施設へ入れなくなったことにより、
マールボロウ市側の受入ができなかったため、平成２７年度は中止とした。
 受入事業については、10月30日から11月10日の間、マールボロウ市ウィットコム・スクールの生
徒8人及び引率者3人が来訪した。「あきる野ホストファミリークラブ」及び「あきる野市国際化青年
の会」との協働により、ホームステイや学校での受入れを行い交流活動を実施した。

マールボロウ市の教育施設に入れなくなったため、マールボロウ市の生徒との交流等を考慮し、
派遣事業の内容を見直す必要がある。

Ｈ２８
評価

Ｈ２６ Ｈ２７

課　　題
　東京都英語教育推進地域指定事業を受け、英語教育アドバイザー、英語教育コーディネー
ター、AETなどの外部人材を活用した小学校英語教科化に向けた取組の充実を図る。
　ＡＥＴを活用した授業の充実を図るため、派遣業者との契約方法を検討する。

方 向 性

Ⅰ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

　小学校英語教育の教科化に向けた取組の推進
　小学校中学年における外国語活動について研究を行う。

Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　小学校の外国語活動の時間及び中学校外国語科の授業の充実を図るため、小学校に年間１８
２７時間、中学校に年間２１６０時間、ＡＥＴを派遣した。

12121212 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 主管課 指導室

取組状況

【２７年度取組内容】 ・全小中学校でＡＥＴを活用した外国語活動及び外国語科の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

派遣についてホームステイを中心としたプログラムとし、派遣時期を夏休み期に変更し実施する。

【２７年度取組内容】

13131313

課　　題

方 向 性
変更
内容

国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進 主管課
指導室 ・
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

・教育交流事業の実施

取組状況
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○

○

○

○

○

○

評価評価評価評価

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度

Ｈ２７評価年度

評価結果 ＢＢＢＢ

Ｈ２６ Ｈ２７

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価年度

Ｈ２８Ｈ２６

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

評価基準

担当部署　【指導室】【教育総務課】【図書館】担当部署　【指導室】【教育総務課】【図書館】担当部署　【指導室】【教育総務課】【図書館】担当部署　【指導室】【教育総務課】【図書館】

評価基準

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　子どもたちが個性を伸ばし、豊かな創造力を発揮して生活していくためには、読書に親しむ
中で、語彙(ごい)力を広げ、感性を磨き、思考力や表現力を高めていくことが重要です。
　このことから、「第一次あきる野市子ども読書活動推進計画」に引き続き、平成２５年度に策
定した「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもが自然に読書に親し
み、読書習慣を身に付けるための取組を充実させます。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

【指導室】【教育総務課】
学校図書館活用推進委員会やあきる野市子ども読書活動推進学校図書館関係者連絡会
を通して、学校図書館の活用体制を整備するとともに、学校と市立図書館が連携して、児
童・生徒の読書活動の充実を図ります。
学校図書館整備の活性化及び効率化のため、図書館システム等によるネットワーク連携
導入を視野に入れ、学校図書のデ－タ管理化について検討を進めます。
【図書館】
「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」の重点目標に合わせ、小学校高学年から
中学生、高校生の未読率の減少を図ります。また、図書館と学校図書館との連携を強化
し、特に中学校図書館の充実、読書環境の整備に努めます。
第一次計画で成果を上げたブックスタート等の事業を継続することにより、乳児期から絵
本や読み聞かせに親しむ家庭環境の醸成に努めます。
乳幼児と保護者が気軽に参加できる事業を継続して実施することにより、読書離れが懸念
される年代までに、読書が習慣化するよう働きかけます。
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
進めます。
・学校図書館使用回数の１０%増加
・学校図書館図書標準の達成率１００%

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

　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

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

 基本施策 ４ 基本施策 ４ 基本施策 ４ 基本施策 ４

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

ＢＢＢＢ

Ｈ２８

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった
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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】【指導室】【指導室】【指導室】
　年３回の学校図書館活用推進委員会を市立図書館と連携して実施した。また、学校図書館補助員を各学校
に配置し、 図書館の整備及び図書の貸し出し・返却、 図書館における調べ学習の補助等の業務を行うことで
学校図書館の機能の充実を図った。今後も児童･生徒の読書量の増加や読書の幅の拡大、学習情報センター
として児童・生徒の学習支援の場となるよう、学校図書館の充実・活用の推進を図る。

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】
　小・中学校の蔵書については、各学校において図書整備計画に基づき、適切に購入及び廃棄を行った。
　平成２７年度当初、学校図書館図書標準を満たしていない学校が、小学校で１校、中学校で３校あったが、実
施計画により臨時的予算を確保することで、充足に向け必要な図書の購入を行った。
　これにより、学校図書館図書標準を満たしていない学校数は、小学校１校、中学校１校となり、充足校の率は
７５％から８７．５％にアップした。充足校が１００％となるよう、次年度においても、臨時的経費を確保し蔵書整
備を行う。
　今後、蔵書数の増加に伴い、配架スペースの確保や棚等の整備について、各学校の実情に応じた工夫や調
整が必要となる。
　学校図書館図書のデータ化については、導入地域からの情報収集等を行い、あきる野市の実態に応じた効
率的な運用ができるよう検討を行う。

　「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書に関わる部署と連携を図りながら、平
成26年度の活動状況評価や情報交換を行い、子どもの読書環境の整備を進めた。
　特に、第二次計画で重点目標となった、小学校高学年から中学生、高校生（ヤングアダルト：YA）の未読書率
を減少させる取組として、知的書評合戦「ビブリオバトル」の開催や、読んだ本を記録する「読書アルバム」の配
布など、読書のきっかけ作りとなる事業を展開した。「読書アルバム」は事業者の協力を得て配布対象を拡大
するとともに、夏休みや読書週間に簡易版を作成・配布して更なる活用を促した。
　学校・学級における読書環境整備の支援として行っている、調べもの学習などに伴う資料提供は、インター
ネットの利用等による減少傾向に歯止めをかけたが、学級への団体貸出とともに実績の向上までは至らな
かった。
　また、ＹＡコーナーについては、中学生の参加によるＰＯＰ作りと選書の充実により活性化を図ったが、貸出実
績の増加には直結していない。いずれも、周知と継続的な取組みが課題である。
　図書館ホームページは、リプレース後の課題であった子ども向けのトップページを変更するとともに利用案内
の掲載や連携する関連部署の情報更新など、子どもの読書に関する情報発信を充実させ、読書環境の充実
に取組んだ。
　第一次計画から継続する乳幼児に対する取組では、読書離れが懸念される年代までに読書が習慣化するよ
う、言葉や絵本に親しむ機会を提供するとともに、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な
ど、各種事業を継続して実施している。
　子どもが自然に読書に親しみ、読書習慣を身に付けるためには、地道ではあるが継続した取組が必要であ
ることから、今後も関連部署と連携し、継続して事業を推進する。

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　　4月18日から5月31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、人形
劇、おはなし会、工作教室などを実施した。
　子ども読書活動推進連絡会を2回開催し（7月・3月）、関連部署との情報交換を行うとともに、第
二次あきる野市子ども読書活動推進計画に基づき、平成26年度の活動状況評価を行った。
　図書館ＨＰの「子ども読書活動支援のページ」では、連携している各課の事業予定や活動内容の
更新サイクルを調整し、更新を行った。また、「こどものページ」は、事業のお知らせをトップに変更
し、子ども読書アルバムの紹介やパスワード登録などの利用案内も追加した。子どもにも分りやす
い図書館ＨＰとなるよう充実を図り、子ども読書活動の情報発信に努めた。

　図書館ＨＰの子ども読書活動のページを活用して、市内の子ども読書に関する情報を発信でき
るよう、定期的な更新が課題である。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

主管課
指導室 ・
教育総務課

取組状況

【２７年度取組内容】

・子ども読書の日関連推進事業の継続実施
・子ども読書活動連絡会の開催
・関連機関・部署等の連携の強化
・子ども読書活動の情報発信
・図書館ＨＰの子ども読書のページの更新・充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

課　　題

方 向 性

15151515

　蔵書数の未充足校においては、配架ｽﾍﾟｰｽの確保に課題がある。
　図書室外への配架等実情に応じた対応が必要である。

Ⅱ

変更
内容

Ｈ２８ 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

【２７年度取組内容】

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

　学校図書館の蔵書については、予算編成時に各小・中学校が図書整備計画に基づき要望した
図書購入費等を学校配当予算に計上することにより、各小・中学校で計画的に必要な図書の購入
を行った。
   さらに、学校図書館図書標準を満たしていない中学校4校については、実施計画により別枠配
当された予算を活用し、図書の購入を行なった。
　これにより、平成２７年度末において、未充足校は１校となった。
　なお、実施計画による図書の購入は平成28年度まで行う。
   学校図書館図書のデータ管理化については、情報収集等を行うなど研究に努めた。

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

子ども読書活動推進計画の推進子ども読書活動推進計画の推進子ども読書活動推進計画の推進子ども読書活動推進計画の推進 主管課 図書館

14141414

課　　題

方 向 性

・学校図書館活用推進委員会の実施
・図書館補助員の配置
・学校図書館の蔵書の充実
・学校図書のデータ管理化に向けた検討

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
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Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　子どもたちが自主的に読書活動ができるよう、市内10小学校の1年生（742人）を対象に図書館ガ
イダンスを実施した。
　学級における読書環境整備の支援として、20クラスに1,921冊の団体貸出を実施した。
　学校図書館関係者連絡会では、研修講演会、学校図書館の見学会を行うとともに、情報交換を
行い、課題の共有化に取り組んだ。
　調べ学習・総合的な学習の支援では、「職業調べ」等12のテーマで666冊の資料を提供した。
　中高生対象資料の充実に関しては、選書会議で館相互の調整をするとともに、各館の状況に配
慮した選書を行って充実を図った。

17171717 図書館における学校支援事業の充実図書館における学校支援事業の充実図書館における学校支援事業の充実図書館における学校支援事業の充実 主管課 図書館

取組状況

【２７年度取組内容】

・図書館ガイダンスの実施
・団体貸出しの実施
・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
・中高生対象資料の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

　全館でＹＡ本を積極的に購入するとともに、ＹＡ向けの雑誌の購入を検討しＹＡコーナーに置く準
備を進めた。また、各館の職場体験時に中学生におすすめ本のＰＯＰやＹＡコーナーのポスターを
作成してもらい、それを展示することでコーナーの活性化を図った。
　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1,894人参加）、原画展、人形劇
（合計54人参加）、映画会（合計29人参加）などを実施した。また、開催に当たっては、関連する本
を展示して効果を高めるとともに、しおり型のちらしや貸出確認票に開催のお知らせを刷り込むな
ど、事業の周知にも積極的に取組んだ。
　季節や読書週間に合わせて読書リストを３回作成し、市立保育園・小学校に配布（約4,700人）し
た。また、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。
　ＹＡ世代の未読書率の低下に向けた新たな取り組みとして、自分の好きな本を限られた時間で
紹介しあうゲーム「ビブリオバトル」を開催するとともに、市内の小学３～５年生に、読んだ本を記
録することができる「読書アルバム」を配布し、読書のきっかけ作りの事業を展開した。
　関連施設の本のある場所づくりでは、五日市小学校第二学童クラブに児童書が置けるよう調整
し設置を開始した。

ＹＡ（ヤングアダルト）：図書館サービスで主に１０代の中学生・高校生の利用者を対象とする。

課　　題
　小学校高学年からＹA世代に向けた事業の取組を開始したが、依然として貸出等の利用割合が
低い。ＹA世代に向けた取組の継続が必要である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

16161616 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 主管課 図書館

【２７年度取組内容】

・各館ＹＡコーナーの充実
・ＹＡ読書リストのＨＰ掲載
・ＹＡ読書リストの作成
・おはなし会等事業の充実
・関連施設の本のある場所づくり

方 向 性

Ⅱ

課　　題

　調べ学習や団体貸出での利用は、学校による偏りがあること、調べ学習におけるインターネット
利用が多くなっていることから、利用が伸びていない。連絡会等の機会を活用し、調べ学習におい
てはインターネット情報と図書資料の併用が望ましいことや、団体貸出等の各種サービスについ
て周知を図る必要がある。

取組状況
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○

評価評価評価評価

評価結果 ＤＤＤＤ ＢＢＢＢ

評価基準

○中期ビジョン状況点検及び評価○中期ビジョン状況点検及び評価○中期ビジョン状況点検及び評価○中期ビジョン状況点検及び評価

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　グローバル化が進展する中、変化の激しい社会を生き抜くためには、基礎的・基本的な知
識・技能を確実に身に付け、それらを活用して、課題を解決するために必要な思考力、判断
力、表現力などの能力とともに、主体的に学習に取り組む態度を身に付けることが重要です。
　そこで、児童・生徒が確かな学力を身に付けられるように、小中一貫教育の中で学力向上策
をより一層明確にし、校内推進体制を整備・強化させる取組を充実させます。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

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
　小学校５年生及び中学校２年生で実施する東京都の学力調査「児童・生徒の学力向上を図るための調査」
は、上位者から２５％ずつをA層からD層にまで分けている。平成２７年度の本市の結果は、小学校５年生のD
層が、国語４６．６％、算数４０％であった。C層と合わせると、国語で７２．６％、算数で７３．２％となり、下位層
が多数を占めている。中学校２年生のD層が、国語３３．３％、数学３２．１％であった。C層と合わせると、国語
で６１．４％、数学５９．９％となり、小学校に比べ１割程度少ないものの下位層が多数を占めている。
　一方、小学校６年生及び中学校３年生で実施する全国学力・学習状況調査では、東京都の平均と比べ平均
正答率の差が中学校において」２ポイント程度になっており、ほぼ東京都の平均並になりつつあるものの、小
学校において８ポイント以上東京都よりも低く、課題はある。現在、全校において授業改善推進プランを作成
し、児童・生徒の学力向上に向けて指導の工夫に取り組んでいる。
　さらに、習熟度別少人数指導の充実や都「学力ステップアップ推進地域指定事業」を受け、外部人材を活用
した一人一人への手厚い支援、補習の充実等の取組を推進したため、児童・生徒質問紙調査では、「授業が
分かる」という項目について小・中学校各教科とも７割以上を占めている。
　平成２８年度からは、この児童・生徒の「分かった」という思いを持続させ、基礎的・基本的知識・技能の定着
と、思考力・判断力・表現力等の向上を目指し、各校数値目標を設定し、全校でその数値目標の達成に向けた
取組を実施するよう指導することで、学力向上を推進していく。

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】

 基本施策 ５ 基本施策 ５ 基本施策 ５ 基本施策 ５ 　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

学力向上に関わる施策の推進を通して、授業改善や授業改善を推進するための校内体
制や教育環境を整備、充実させて、児童・生徒の学力の向上を図ります。
 　・「東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査」（以下「都学力調査」という。）に
    おける調査別平均正答率を下回る児童・生徒（以下「下位層」という。）の割合を５０％
    以下にする。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　ＩＣＴ教育については、教育総務課と連携し、今後環境整備を進めていく。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

ＢＢＢＢ

　学力向上モデル校の取組の充実
　学力向上モデル校を２校から６校に増やす。

主管課 指導室教育環境の整備教育環境の整備教育環境の整備教育環境の整備

学力向上に向けた取組の推進学力向上に向けた取組の推進学力向上に向けた取組の推進学力向上に向けた取組の推進 主管課 指導室

Ｈ２６ Ｈ２７

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ＢＢＢＢ

【２７年度取組内容】

方 向 性

・中学校区ごとの基本方針に即した小中一貫教育の推進
・言語能力向上推進事業と学力向上パートナーシップ事業の推進
・授業改善推進プランの作成及び活用
・全小中学校における補充学習の充実
・学力調査結果に基づいて作成した授業プランの活用
・補充学習用のドリルの活用

評価

課　　題

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

・各学校の状況に即した教員補助員の配置
・情報教育推進委員会の実施

評価

ＢＢＢＢ

方 向 性

　個に応じた指導の充実を図るため、各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。
　情報教育推進委員会において、情報モラルを高めるための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った。

18181818

【２７年度取組内容】

ＢＢＢＢ

　中学校区ごとに定めた小中一貫教育基本方針に基づき、９年間を見通した指導を推進した。ま
た、御堂中学校区の２年間の研究成果を１１月１１日（水）に市内全教員を対象に実施した。
　全校において、学力調査結果を基にし作成した授業改善推進プランについて、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今後の改善について指導・助言
を行い、内容のさらなる充実を図った。さらに、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に基づいて指導・助言を行い、各教員の指導力向上に努めた。
　全小・中学校で、東京都の学力ステップアップ推進地域指定事業の展開、草花小学校と一の谷
小学校の学力向上モデル校の指定により、外部人材を活用した補充の時間を設定し、国語や算
数･数学を中心に、各校の実態に応じて補習を徹底し、基礎学力の定着を図った。

　児童･生徒の基礎学力向上を図る手だてを、さらに工夫していく。

Ⅰ

変更
内容

課　　題

取組状況

19191919

取組状況

Ｈ２８ 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
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○

○

○

○

○

○

○

○

中期ビジョンの進捗状況中期ビジョンの進捗状況中期ビジョンの進捗状況中期ビジョンの進捗状況

評価結果 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】【学校給食課】【教育総務課】担当部署　【指導室】【学校給食課】【教育総務課】担当部署　【指導室】【学校給食課】【教育総務課】担当部署　【指導室】【学校給食課】【教育総務課】

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

評価基準

Ｈ２８

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　科学技術や情報化が進展し、生活の利便性が向上したことに伴い、日常生活における身体
活動がますます減少している中、児童・生徒一人一人が主体的に運動に取り組み、望ましい
食習慣など健康的な生活習慣を身に付けていくことが重要です。
　そこで、２０２０年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることを踏まえて児童・生
徒のスポーツへの関心を高め、生涯にわたって自ら進んで運動に親しみ、体力向上や健康増
進を進めることができるように、学校と関係機関が連携した取組を充実させます。
　また、児童・生徒の健康管理と疾病等の早期発見を図るため、健康診断及び学校環境衛生
に係る検査等の計画的な実施や食物アレルギー対策の強化など学校保健の充実を図りま
す。
　さらに、児童・生徒の心身の健全な発達を図り、食に関する正しい理解と適切な判断力を養
う上で、学校給食が重要な役割を果たしています。このことから、学校給食では、児童・生徒
の健全な食生活の実現に向けて、魅力ある食育を推進するための活動の充実を図ります。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

【指導室】
「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」（以下「都体力等調査」とい
う。）の調査結果を踏まえ、児童・生徒の体力等の現状に合わせた学校の取組を充実させ
ます。特に小学校における取組を充実させます。
食育リーダー（※食育推進の中核を担う者として各学校に置かれる者で、食に関する指導
において家庭や地域との連携の調整等を行う。）を中心として、家庭、学校、地域及び関係
機関が連携しながら、組織的に「食」に関する指導を推進します。
　・小中学校全校全学年が都体力等調査の体力合計点で東京都の平均値を上回る。
【学校給食課】
栄養教諭及び学校栄養職員が、各学校の校長のリーダーシップの下に食育リーダーを中
心とした食育推進の取組を実施できるように支援します。
地産地消の考えに基づき、学校給食に地場産の食材を積極的に用い、使用率を高めま
す。
日本各地の郷土料理を提供することで、伝統的な食文化の普及に努めます。
地場産の食材を活用した料理教室を児童・生徒と保護者を対象として開催し、料理を通
じ、食についての興味、関心を深めます。
【教育総務課】
食物アレルギー対策等の強化を図るため、学校内体制の充実、支援を行い、食物アレル
ギー対応マニュアルの検証などを行います。
児童・生徒の心身の健康増進を図るため、健康診断を実施し、施設については、学校環境
衛生基準に基づいた維持管理を行います。
近年増加しているメンタルヘルスやアレルギー疾患などの対応について、より専門的な知
識の習得や対応等を図るため、学校・保護者・関係機関等の連携について検討します。

 基本施策 ６ 基本施策 ６ 基本施策 ６ 基本施策 ６ 　体力向上・健康増進に向けた取組　体力向上・健康増進に向けた取組　体力向上・健康増進に向けた取組　体力向上・健康増進に向けた取組
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【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】

ＢＢＢＢ評価結果 ＢＢＢＢ

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

評価基準

Ｈ２８Ｈ２７評価年度 Ｈ２６

　栄養教諭や学校栄養職員の支援により、食育推進の取組が定着している学校もあり、小学校においては、
食育の推進が浸透しつつあるが、中学校では、食に対する体制整備が整っているとは言えないため、引き続
き、学校長や食育リーダーに働きかけをしていく必要がある。
　地場産農産物の使用については、農家の供給量に応じて、ほぼ通年使用できている。今後、使用量の増加
を図るためには、給食用の作付け農家を増やすことが課題である。
　料理教室は、夏休みの事業として、児童及び保護者に浸透しているので継続して取り組んでいく。

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】
　学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置、児童・生徒の健康診断及び学校環境衛生基準に基づく飲料
水及びプールの水質検査等を実施し、児童・生徒の保健管理に努めた。
　食物アレルギー対策では、各学校において児童・生徒の実態に即して、食物アレルギー対応委員会が校内
研修を実施し、食物アレルギー事故の未然防止に努めるとともに、緊急時の対応について確認を行なった。
　また、学校、保護者、給食センターの連絡を密にし、誤食防止に努めた。２７年度アレルギー事故０件。
　今後は、児童・生徒の心身の発達に係る支援や多様化するアレルギー疾患に対応するため、保健主任会の
機能を有効に活用し、関係諸機関と連携しながら、保健管理の充実を図っていく。

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D 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

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】
　　平成２7年度都体力調査結果によると、中学校では都の平均を全ての学年で上回り、小学校では、女子で1
学年、男子で2学年平均を下回った。これは、小・中学校ともにほぼ都の平均といえる範囲である。しかし、全
国規模で見ると一層の工夫が求められる。
　そこで、体力向上委員会を年４回実施し、「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体力向上策について協議・情報交換を行った。また、中
学校の実践紹介や「オリンピック・パラリンピック教育推進校の取組」を紹介し、各学校の取組を推進させた。
　平成２８年度は、オリンピック・パラリンピック教育重点校の取組の推進を図るとともに、その取組をオリンピッ
ク・パラリンピック教育推進委員会を通して各校に広めることで、普段運動やスポーツをしない児童・生徒たち
に進んで運動やスポーツに取り組もうとする意欲や態度を育てていく。
　食育については、栄養教諭等と連携し、年間３回の食育リーダー連絡会において、具体的な実践事例を紹介
し、各学校の取組の見直しを図った。
　平成２８年度についても体力向上や健康増進に、望ましい食習慣の在り方や豊かな食生活が重要なことを指
導していく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　体力向上委員会を年４回実施し、「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体力向上策について協議・情報交換を
行った。また、中学校の実践紹介や「オリンピック・パラリンピック教育推進校の取組」を紹介し、各
学校の取組を推進させた。
　「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」では、中学校で、都の平均値を上
回る成果を出すことができた。
　中学生「東京駅伝」では、全５０チーム中、男子２２位（昨年度12位）、女子３８位(昨年度30位）、
総合２９位(昨年度20位）という結果となった。

取組状況

指導室主管課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21212121

Ｈ２６

・中学校区ごとの取組の充実
・都体力等調査の結果を生かした一校一取組の推進
・中学生「東京駅伝」の実施による体力の向上策の充実

指導室主管課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

評価
Ｈ２８Ｈ２７

【２７年度取組内容】

　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。

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６

・食育リーダー連絡会の実施
・食育推進チームを活用した取組の充実

【２７年度取組内容】

ＢＢＢＢＡＡＡＡ

評価

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

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

　各学校が組織的に食育を進めるために、今後も食育リーダーの育成を図っていく。課　　題

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

　全ての小・中学校をオリンピック・パラリンピック教育推進校として指定し、その取組を支援する。

Ⅰ

変更
内容

20202020

課　　題

方 向 性 　オリンピック・パラリンピック教育推進
　2020年オリンピック・パラリンピック開催に向けた教育を通して、進んで運動やスポーツに
親しもうとする態度を育成する。

取組状況
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・栄養教諭及び学校栄養職員による食に関する授業及び給食指導の実施
　の支援
・地場産食材を活用した料理教室の実施

【２７年度取組内容】

取組状況

学校給食課主管課給食センターが行う食に関する指導の推進給食センターが行う食に関する指導の推進給食センターが行う食に関する指導の推進給食センターが行う食に関する指導の推進22222222

　学校給食指導計画等を全校に配布し、各学校の食育リーダーと連携を図り取り組んだ結果、食
育に関する授業については、全校で実施することができた。延べ実施回数は、１９６回で、前年よ
り４８回の増加であった。また、給食指導に関する資料等を作成し、各学校に配布するなど、継続
的な支援を行った。
　地場産野菜の活用については、秋川学校給食センターでは１７品目、五日市学校給食センター
においては２２品目、両センターで１２，６２６ｋｇを使用した。また、とうもろこしは１，２５０本を秋
川、五日市ファーマーズセンターから納入できたが、収穫量が少なく秋川地区では中学校のみの
使用となった。
　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、農業者から地場産の食材を
活用して料理教室を２回開催した。２回の参加人員は、３９人であった。

ＢＢＢＢＣＣＣＣ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

方 向 性

　食に関する授業は各学校の協力が必要である。
　地場産野菜の使用増加を図るためには、農家の作付増加などの協力が必要となる。
　料理教室の実施については、給食センターの作業日程等から夏休みに限定されてしまう。

課　　題

評価

・保健主任会、学校保健委員会等の学校内体制の充実と支援
・学校環境衛生基準に基づいた施設の維持管理
・児童・生徒の健康診断の実施
・食物アレルギー対応マニュアルに基づいた対応と検証
・メンタルヘルス等対策のための関係機関との連携の検討
・保険加入

【２７年度取組内容】

取組状況

教育総務課主管課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23232323

Ｈ２６

方 向 性

　定期健康診断の内科検診結果通知について、統一した様式とする必要がある。課　　題

　学校医、歯科医、薬剤師と保健主任会等が連携を図り、児童・生徒の心身の健康管理に努め
た。
　飲料水・プールの水質検査、換気・採光等について、環境衛生基準に基づく環境の確保に努め
た。
　全小・中学校が設置する食物アレルギー対応委員会が、アレルギー事故防止対策と発生時の
対応のための校内研修を実施し、未然防止と緊急時に備える取組を行なった。
　各学校において、給食センターが提示する献立の配合表をもとに、保護者に使用食材等の確認
をしていただき、誤食等アレルギー事故の防止に努めた。
　  学校管理下で発生した事故に対応するため、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度
及び全国市長会の学校災害賠償補償保険に加入するとともに、対象者へ給付金の給付を行っ
た。

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

変更
内容
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○

○

○
○

○
○
○

評価評価評価評価

ＢＢＢＢ

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

全ての特別支援学級で、児童・生徒の実態に即した教育課程等の改善・充実を図るよう支
援します。
　・特別な支援が必要な児童・生徒の個別指導計画、個別の教育支援計画の作成率
100％
　・ユニバーサルデザイン（※文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい・能
　　力のいかんを問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計）の考えに基づく
　　教室環境等の整備を全校全学級で実施
各学校における校内委員会を中心とした特別支援教育の推進体制を整備・強化して、特
別な支援が必要な児童・生徒の支援を充実させます。
特別支援教育推進計画を策定し、その計画に基づいた事業を実施していきます。
各学校の実態等に即して巡回相談員や専門医を派遣するとともに、特別支援学級（固定）
には介助員を配置します。
就学相談委員会等を開催し、個々に必要な教育環境を提供します。
就学（進学）支援シートを活用した、就学時期の支援を充実させます。
副籍交流については、東京都の副籍交流ガイドラインに基づき、実施体制の整備を行いま
す。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】

Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＣＣＣＣ

 基本施策 7 基本施策 7 基本施策 7 基本施策 7 　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

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　発達障害を含めた特別な支援を必要とする児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的
な取組を支援するためには、児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、身に付けた能力
を更に高めるとともに、生活や学習上の困難を改善し、克服するための適切な指導や支援を
進めることが重要です。
　また、本市の特別支援教育は、障がいがあるなど特別な支援を必要とする児童・生徒に限
らず、全児童・生徒を対象とし、一人一人が必要な指導や支援を受けられる教育を推進しま
す。
　そのために、関係機関との連携をより一層深め、各学校の状況に即した特別支援体制を構
築します。
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　平成２７年度末現在、特別支援学級・特別支援教室に在籍している児童・生徒数は２３７名である。さらに各
校が、巡回相談を通して、特別な支援が必要だと考えている児童・生徒は４８１名いる。これに対し本市は教員
補助員を配置し、個に応じた指導の充実を図っている。
　また、特別な支援が必要な児童・生徒に対しては、「個別指導計画」を作成し意図的・計画的に指導を行って
いる。作成の割合は、平成２７年度、小学校が３３９件で８４％、中学校が１４０件で８８％となる。また、他機関
との連携を図るための長期的な視点に立った計画である「個別の教育支援計画」を作成している児童･生徒
は、小学校は２９３件で割合は７３％、中学校は１３９件で割合は８７％である。特別支援学級に在籍若しくは通
級指導学級を利用している児童･生徒に関しては、「個別指導計画」を必ず作成させているが、通常の学級の
児童・生徒でも「個別指導計画」の作成が重要であることを指導し、１００％の作成を目指す。さらに「個別の教
育支援計画」についても作成するよう、校長会・副校長会・特別支援教育コーディネーター連絡会等で引き続き
指導する。
　ユニバーサルデザインの考えに基づく授業作り、教室環境等の整備については、各学校で少しずつ取組んで
いるが、まだ学校全体での取組とはなっていない。
　平成２８年度はリーフレットを作成し、ユニバーサルデザインの考えに基づく授業作り、教室環境等の整備に
ついて全教職員に周知するとともに、指導室訪問や管理職等による授業観察の際に、同様の視点で各教員を
指導するよう徹底していく。
　各学校における特別支援体制の整備については、全校に設置している校内委員会を中心に、就学相談の充
実や特別支援教育補助員及び介助員の活用など一人一人の状況に応じた支援が充実してきている。
　また、特別支援教育推進計画については、取組状況を年間２回の特別支援教育検討委員会にて報告し、そ
こでの意見等を含めて、３月定例教育委員会にて報告していく。
　就学相談委員会を平成２６年度の７回から１回増やし、年間８回開催し、延べ７０名の就学（転学）について検
討した。しかし、年度末に就学相談が必要な児童・生徒が残ったため、平成２８年度は、就学相談委員会をさら
に1回増やし、２月にも就学相談を実施する。
　各学校への臨床心理士や医師による巡回相談や介助員の配置については、適切に実施できた。
　就学（進学）支援シートの作成については、平成２６年度と比較して増加している。今後も、入学前の情報提
供の必要性を園や学校を通して保護者に啓発していく。
　副籍交流に関しては、平成２７年度からの新１年生に関しては、原則、副籍交流を実施することになってい
る。また、地理的近さなどから直接交流もしやすい。積極的に副籍交流を行うよう指導・助言を行っていく。
　さらに平成２８年度は特別支援教室の５校実施を円滑に行えるようにしていく。

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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・特別支援教育推進計画に基づいた各事業の実施【２７年度取組内容】

取組状況

指導室主管課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24242424

　特別支援教育推進計画に基づき、様々な事業を実施することができた。小学校特別支援教室に
ついては、研究にとどまらず、平成２８年度の１０校中５校での開設に向けて準備ができた。

ＡＡＡＡＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

方 向 性

　推進計画に基づいた取組を実施していく。課　　題

Ｈ２６
評価

・各学校の状況に即した専門医や臨床心理士の派遣

指導室主管課巡回指導による学校等の支援の充実巡回指導による学校等の支援の充実巡回指導による学校等の支援の充実巡回指導による学校等の支援の充実

Ｈ２７

【２７年度取組内容】

25252525

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

　学校の状況に応じた専門医等の派遣を継続して実施していく。

　特別支援学級（通級・固定）への専門医の派遣は、年１回、全ての特別支援学級を対象に実施し
た。また、教育相談所の臨床心理士による学校への巡回指導は、全１６校を対象に延べ1０３回実
施した。さらに就学前の状況を把握するため、幼稚園や保育園にも巡回を行い、平成27年度は、
ほぼ全ての幼稚園や保育園に、複数回訪問を行った。

ＡＡＡＡＢＢＢＢ

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

Ｈ２８

・就学（転学）相談の実施
・就学（進学）支援シートを活用した就学時期の支援の充実

指導室主管課配慮を要する児童・生徒の就学支援の充実配慮を要する児童・生徒の就学支援の充実配慮を要する児童・生徒の就学支援の充実配慮を要する児童・生徒の就学支援の充実

変更
内容

　今後も特別支援教育コーディネーター連絡会を中心に、幼稚園や保育園への就学支援シートの
作成を依頼するとともに、小･中学校には提出された就学（進学）支援シートの内容を事前に確認
し、必要に応じて保護者と入学前に打合せをするなど、有効活用できるように指導･助言していく。

　就学相談委員会を年８回開催し、延べ７０名の就学（転学）先について相談した。
　また、幼稚園や保育園からの就学支援シートは９３件、小学校からの進学支援シートは２１件
で、これは、昨年度と比較して、それぞれ２件増となった。
　このシートは、就学先や進学先へ必要な情報が伝わり、学級編成をする際の資料となった。

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

課　　題

取組状況

【２７年度取組内容】

取組状況

課　　題

方 向 性

方 向 性

26262626

○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価
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指導室主管課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

　今後も就学相談を計画的に行い、学級数を早めに決定し、必要な介助員を配置する。

　市内４小学校及び３中学校の特別支援学級（固定）数に応じて、介助員を配置した。
　昨年度は、４３名（一昨年は３５名）だった介助員が、今年度は学級数の減少に伴い、３８名に
なった。
　年度開始から介助員が配置できるように、早めに面接等を実施し、適切に配置できた。

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７

指導室主管課特別支援学校との副籍交流の実施特別支援学校との副籍交流の実施特別支援学校との副籍交流の実施特別支援学校との副籍交流の実施

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

評価
ＣＣＣＣＢＢＢＢ

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

ＢＢＢＢ

・東京都の副籍交流ガイドラインに基づいた実施体制の整備

Ｈ２８

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６

 小中一貫教育の推進に基づき、小中連携の視点で特別支援教育体制づくりを進めていく。

評価

・特別支援教育コーディネーター連絡会の充実
・特別支援教育研修会の充実
・校内委員会による特別支援教育体制の充実
・個別指導計画、個別の教育支援計画の作成及び活用の充実
・ユニバーサルデザインの考えに基づく教室環境等の整備

【２７年度取組内容】

Ｈ２７Ｈ２６

課　　題

　特別支援教育コーディネーター連絡会を年４回開催し、外部講師による講話や情報交換を行う
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。
　特別支援教育研修会を都立あきる野学園と共催で全７回実施し、保育所及び幼稚園の職員も
含め、延べ５５０名の参加者があった。参加者のニーズに応じた研修会を実施することができた。
　全校設置した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。
　個別指導計画や個別の教育支援計画の作成、活用を通して、保護者と共通理解を深め、個に
応じた指導を行うことができた。
　各学校においては、管理職の指導の下、特別支援教育コーディネーターが中心となって、ユニ
バーサルデザインの考えに基づく教室環境整備が進んでいる。
　平成28年度に多西小学校を拠点校としたグループと西秋留小学校を拠点校としたグループで特
別支援教室が実施できるよう特別支援教室準備会を立ち上げ、開設準備を行った。

取組状況

指導室主管課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29292929

ＡＡＡＡ

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

　特別支援教室の開設の推進
　特別支援教室検討委員会を中心に平成29年度小学校全校開設に向けて、計画的な推
進を行う。

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅰ

方 向 性

Ⅱ
方 向 性

28282828

課　　題 　在籍者は多く、交流件数も少なくはないが、今後一層、交流の件数を増やしていく。

　都立特別支援学校に入学する児童･生徒を対象に、居住地域の公立小･中学校との副籍交流を
実施した。
　平成２７年度は、在籍７５名中、３７名の児童･生徒が、授業等で直接交流したり、学校便り等の
交換を行ったりした。

【２７年度取組内容】

取組状況

課　　題

方 向 性

取組状況

【２７年度取組内容】

Ｈ２６

27272727

評価

・特別支援学級（固定）の状況に即した介助員の配置

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止
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30303030

【２７年度取組内容】

指導室主管課特別支援学級（固・通）による指導の充実特別支援学級（固・通）による指導の充実特別支援学級（固・通）による指導の充実特別支援学級（固・通）による指導の充実

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

　引き続き特別支援学級担当者の専門性向上のための研修等を充実させる。課　　題

　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
行った。また、草花小学校（ふたば学級）の授業を参観し、協議を行った。
　また、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

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

・特別支援学級担当者連絡議会での研修の充実
・指導主事等の学校訪問による教育課程の改善

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31313131

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

方 向 性

　各学校の状況に即して、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。教員補助員に係る予算のうち、特別支援教育指導補助員
は、年間16校で、計７４２０時間の配置を行った。個に応じた指導により、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。

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

方 向 性

指導室主管課

・個別指導計画の作成と活用を踏まえた指導の充実
・実態に即した計画的な配置指導主事等の学校訪問による教育課程の改善

【２７年度取組内容】

取組状況

　個別指導計画に基づく指導員の配置を推進する。課　　題
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○

○

○

評価評価評価評価

Ｈ２８

評価結果 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【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
　第二次基本計画の重点目標に対応した、学校評価の評価項目について、夏季休業日中に、統括指導主事
が全校訪問を実施し、学校評価に関する各学校の実態に即して指導・助言した。学力向上という重要施策を達
成するためには、成果指標の一層の具体化が必要になる。成果の指標に数値目標を設定するなど、客観的・
具体的な評価ができるようにしていく。
　昨年度より課題のホームページの更新においては、校長会や副校長会で指導し、開かれた学校づくりを推進
するよう指導していく。
　総合的な学習の時間における外部人材の活用については、学校からの要望を基に適切に予算配当し、実施
することができた。今年度も引き続き適切に配当していく。

 基本施策 ８ 基本施策 ８ 基本施策 ８ 基本施策 ８ 　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

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　学校教育の質的改善を図り、児童・生徒にとって魅力ある学校づくりを進めていくためには、
学校や地域の実態に即した特色ある学校づくりを推進するとともに、学校が直面している様々
な課題に対し、ＰＤＣＡサイクルを活用して、組織的に課題解決を図っていくことが重要です。
　そこで、地域の人材の効果的な活用や開かれた学校づくりをより一層推進するとともに、学
校評価システムの充実を図り、組織的な学校運営の検証・改善を推進します。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

総合的な学習の時間(※従来の教科の枠を越えて、児童・生徒が自ら課題を見つけて取り
組み、学び、調べ、考えることで、主体的な思考力、より良い問題解決能力を身に付けるこ
とを目指し、各学校が創意工夫して教える内容を決めて行う授業)を中心に、各地域の人
材を効果的に活用した教育活動を充実させ、特色ある学校づくりを進めていきます。
保護者・地域の方に学校の教育活動を公開する機会を増やし、開かれた学校づくりを推進
します。
ＰＤＣＡサイクルを明確にした学校評価等を組織的に実施させ、学校運営の改善・充実を
図ります。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

地域の人材活用の推進地域の人材活用の推進地域の人材活用の推進地域の人材活用の推進 主管課32323232

　総合的な学習経費については、各学校の要望や次年度計画を基に精査し、配当している。
　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。

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

方 向 性

　今後も、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。課　　題

・学校公開の充実
・ホームページの有効活用の推進

【２７年度取組内容】

取組状況

指導室主管課開かれた学校づくりの推進開かれた学校づくりの推進開かれた学校づくりの推進開かれた学校づくりの推進33333333

　各学校の運動会や体育祭等の学校行事とは別に、実態に即して年間１回から３回程度の学校
公開または学校公開週間を実施した。
　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。ホームページの更新については、校長会、副校長会を中心
に、定期的な更新について指導した。

ＣＣＣＣ

　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。課　　題

ＣＣＣＣ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

方 向 性

評価

・学校訪問の実施による各学校の実態に即した学校評価の改善・充実【２７年度取組内容】

取組状況

指導室主管課学校評価システムの充実学校評価システムの充実学校評価システムの充実学校評価システムの充実34343434

　第二次基本計画の重点目標に対応した、学校評価の評価項目について、夏季休業日中に、統
括指導主事が全校訪問を実施し、学校評価に関する各学校の実態に即して指導・助言した。

ＢＢＢＢ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅰ

方 向 性

　各学校の実態に即した目標及び評価項目の設定及び中学校区で統一した評価項目の設定等、
今後も継続的に指導･助言していく。

課　　題

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６

　成果指標の一層の具体化
　成果の指標を数値目標を設定するなど、客観的・具体的な評価ができるようにしていく。

変更
内容

【２７年度取組内容】

取組状況

指導室

・各学校や地域の実態に即した総合的な学習経費等の配分
・各学校における地域の人材活用の推進
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○

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ評価結果

 基本施策 ９ 基本施策 ９ 基本施策 ９ 基本施策 ９ 　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

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　次の世代を担う児童・生徒に確かな学力を身に付けさせるためには、教員が児童・生徒一
人一人の良さや可能性を引き出し、高めていこうとする熱意と、教育のプロとしての意識を持
つとともに、各学校が意図的・計画的に個々の教員の教科等の専門性や指導力を高める研
修等を推進することが重要です。
　そこで、本市の教育課題を踏まえ、関係機関と連携しながら、教員の経験や職層に応じた研
修体制を一層整備するとともに、各学校のＯＪＴ推進体制を充実させます。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

各種研修事業や研究奨励事業などをより一層充実させるとともに、各学校における校内
ＯＪＴの推進体制を整備・強化することで、教員個々の課題や経験、職層に応じた資質・能
力の向上に努めます。
　・市内で毎年５人以上の東京教師道場(※教員を対象に２年間継続的に指導・助言を行
    い、教科等の専門性を一層高めるとともに、指導的役割を担うことができる資質・能力
    を磨くための機関)部員や都研究員等を輩出できる学校体制の確立

担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【指導室】担当部署　【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
　オリンピック・パラリンピック教育推進校（西秋留小・南秋留小・一の谷小・増戸小・秋多中・西中・御堂中・五
日市中）、言語能力向上拠点校（草花小・御堂中）、人権尊重教育推進校（南秋留小）、日本の伝統・文化の良
さを発信する能力・態度の育成事業（多西小）や学力ステップアップ推進地域指定事業（全小・中学校）といった
都の事業や研究を、各学校が計画的に進めることを通して、教員の指導力向上を図った。
　また、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において研
修を実施した。さらに、近隣市町村と連携し、副校長や主幹教諭等を対象とした教育課題研修会を年２回実施
した。
　さらに、８月には、市内全教員を対象とした授業力向上研修として、國學院大學人間開発学部杉田　洋教授
を講師に、「いじめ問題の未然防止に繋がる学級活動や学校行事のポイント」をテーマに研修を行った。
　教職経験に乏しい産休・育休代替教員や若手教員に向けた研修を充実させていくことが今後の課題である。

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

評価評価評価評価
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

教職員の研修等の実施教職員の研修等の実施教職員の研修等の実施教職員の研修等の実施35353535

　産休・育休代替の教員の中には、教員経験の少ないものが多く、今後研修の充実が求められ
る。また、小学校英語科、特別な教科道徳の実施に向けた研修も充実させていく必要がある。さら
に、管理職育成、危機対応等、一層、職層や目的に応じた内容となるよう工夫していく必要があ
る。

課　　題

　東京都若手教員育成研修実施要綱に基づく、年間計画に沿って、計画的に実施できた。また、
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におい
て研修を実施した。さらに、近隣市町村と連携し、副校長や主幹教諭を対象とした教育課題研修
会を年２回実施した。
　８月には、市内全教員を対象とした授業力向上研修として、國學院大學人間開発学部杉田　洋
教授を講師に、「いじめ問題の未然防止に繋がる学級活動や学校行事のポイント」をテーマに研
修を行った。
　西秋留小学校を市ＯＪＴ推進モデル指定校に指定し、その成果を校長会、副校長会、教務主任
会にて報告させた。また、夏季休業中に統括指導主事が全校を訪問し、各校のＯＪＴの取組につ
いて確認するとともに、他校の取組例を助言し、各校の取組を向上させるよう努めた。さらに、ＯＪ
Ｔの中核となる副校長の資質向上を図るため、副校長を対象とした研修会を実施した。

指導室主管課

・市の研究推進校等の指定
・国や東京都の研究奨励校の指定

　市研究推進校として、五日市中学校区（五日市中、五日市小）、御堂中学校区（御堂中、草花
小）がそれぞれ小中一貫教育に向けた取組を行い、研究発表や中間報告会でその成果を報告し
た。
　また、オリンピック・パラリンピック教育推進校（西秋留小・南秋留小・一の谷小・増戸小・秋多中・
西中・御堂中・五日市中）、言語能力向上拠点校（草花小・御堂中）、人権尊重教育推進校（南秋
留小）、日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業（多西小）や学力ステップアップ
推進地域指定事業（全小・中学校）といった都の研究事業を計画的に進め、それぞれの教員の資
質向上を行った。

Ｈ２６ Ｈ２８

取組状況

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

評価

・若手教員育成研修の充実
・教育課題研修や職層に応じた研修会等の充実
・ＯＪＴ推進モデル指定校の指定
・校内ＯＪＴに関する全校への学校訪問を実施

【２７年度取組内容】

取組状況

【２７年度取組内容】

方 向 性

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６

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

36363636 研究奨励事業等の推進研究奨励事業等の推進研究奨励事業等の推進研究奨励事業等の推進 主管課 指導室

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

課　　題 　今後も国や都の研究指定校を増やすとともに、研究過程において、必要な指導･助言をしていく。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

Ｈ２７
評価
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37373737 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

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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

主管課 指導室

【２７年度取組内容】 ・指導員による年間３回の授業観察の実施

評価
Ｈ２８Ｈ２６ Ｈ２７

　４名の市教職員研修センター指導員により、若手教員を中心に授業観察を実施し、学習指導及
び学級経営について指導を行った（初任者、２年次、３年次は年間３回、４年次は年間１回）。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。
　特に、継続的な指導を必要とする若手教員については、担当を決め、指導室と連携した取組を
行った。

課　　題

Ⅰ

　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。

取組状況

変更
内容

　産休・育休代替教員の研修の充実
　学校からの要望があれば、産休・育休教員についても、市教職員研修センターの指導員
が授業観察などを行い、指導・助言を行う。

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

方 向 性
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○

○

○

○

評価評価評価評価

【教育総務課教育施設担当】【教育総務課教育施設担当】【教育総務課教育施設担当】【教育総務課教育施設担当】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度

評価結果 ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

担当部署　【教育総務課】【教育総務課教育施設担当】【学校給食課】担当部署　【教育総務課】【教育総務課教育施設担当】【学校給食課】担当部署　【教育総務課】【教育総務課教育施設担当】【学校給食課】担当部署　【教育総務課】【教育総務課教育施設担当】【学校給食課】

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】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】
　教員の定期異動に伴う各学校の員数の増減に合わせ、全教員にパソコンを配置した。また、各学校に共用
のパソコン１台を配置し、校務処理や講師が活用できる環境整備を行なった。
　学校のICT環境整備については、無線LANや周辺機器の整備等、国や都の動向や補助制度等について調
査・研究する。
　実際の整備に向けては、ICT整備計画の作成が必要となる。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

 基本施策 １０ 基本施策 １０ 基本施策 １０ 基本施策 １０ 　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

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

評価結果 ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６

【教育総務課】
危険性の高い非構造部材の耐震化を優先して実施し、併行して老朽化の著しい部分を中
心に改修（給食リフト、プール循環浄化装置、消防設備等）や改善（トイレの洋式化等）を実
施します。
学校施設の大規模な整備については、市の整備計画の進捗状況を踏まえながら推進しま
す。
【学校給食課】
整備計画で示された整備手法に基づき、ＰＦＩ事業(※Private Finance Initiativeの略で、民
間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新
や維持管理・運営を行う公共事業のこと。)の導入準備を進めます。
ＰＦＩ事業導入のためのアドバイザリー業者を選定し、実施方針を策定します。

ＢＢＢＢ

Ｈ２７ Ｈ２８

　学校施設の非構造部材を耐震化します。また、施設・設備の老朽化の著しい部分を中心に
改修や改善を実施していきます。校舎、体育館、校庭やプールなど、大規模な学校施設の整
備については、市の公共施設の整備計画に基づき整備を進めます。
　特に、老朽化が著しい３か所の学校給食センターについては、平成２５年３月に新学校給食
センターの整備計画がまとまったことから、現在の給食センターを耐震診断結果を基にした耐
震補強を行い、新学校給食センターが建設されるまで間運営するものとし、整備計画に基づ
いた新給食センターの整備を進めます。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度
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【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】
 視察などにより情報収集に努め、ＰＦＩ事業手法の導入に向けて取り組んでいる。また、整備事業用地を取得
できたことにより、整備事業全体の方向性について変更することなく、今後は区画整理事業の進捗状況を把握
しながら整備事業を進めていく。

【教育総務課教育施設担当】【教育総務課教育施設担当】【教育総務課教育施設担当】【教育総務課教育施設担当】
　非構造部材の耐震化は、有事の際、避難所としての使用が考えられる体育館・武道場を優先して実施してい
る。平成２６年度は点検、計画、設計を予定どおり完了したが、平成２７年度工事において、入札不調という不
測の事態により予定していた工事の一部実施に留まってしまった。実施できなかった工事は、平成２８年度に
完了する予定である。今後、対象を校舎へ移行し、順次非構造部材の耐震化を進めていく予定であるが、財源
の確保が課題となることから、国や東京都に対し支援事業制度の延長を他の自治体と連携を図りながら要望
していく。
　また、老朽化の著しい部分を中心とした施設の改修・改善ついては、平成２６年度は、トイレの洋式化が完了
し、他の施設の改修も順次進めながら、児童・生徒の安全と良好な教育環境の確保への対応ができた。今後
も各施設の老朽化の状況を確認しながら、優先順位を定め、順次改修を進めていく。
　学校施設の大規模な整備については、市の上位計画である「あきる野市公共施設等総合管理計画」を踏ま
え、平成３２年までに個別施設計画を策定し、計画的な整備を行っていく。合わせて、国や東京都からの大規
模改修事業への補助制度の拡充を他の自治体と連携を図りながら要望していく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

老朽化した学校施設の改修・改善の推進老朽化した学校施設の改修・改善の推進老朽化した学校施設の改修・改善の推進老朽化した学校施設の改修・改善の推進 主管課 教育総務課

【２７年度取組内容】 ・老朽化している学校施設の改修・改善

　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し、児童・生徒の安全と良好
な教育環境を確保する必要があるが、財政状況を勘案し計画していかなければならない。
　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。

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ＢＢＢＢ ＤＤＤＤ

Ｈ２６

変更
内容

学校施設の非構造部材の耐震化の推進学校施設の非構造部材の耐震化の推進学校施設の非構造部材の耐震化の推進学校施設の非構造部材の耐震化の推進 主管課 教育総務課

Ｈ２８

【２７年度取組内容】 ・優先度の高い非構造部材の耐震化の施工

評価
Ｈ２７

課　　題

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

　平成28年度以降、非構造部材の耐震化の対象を校舎へと移行し、推進していくが、他の学校施
設整備計画との整合を図り、財源を確保していく必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

　五日市小体育館屋根防水改修工事、水飲栓直結給水化工事【南秋留小、東中】、高圧気中開閉
器及び引込ケーブル取替工事【東秋留、西秋留小】、南秋留小ＡＶ調整卓改修工事、小・中学校校
舎外壁改修工事、屋城小2階男子トイレ小便器取替工事、西秋留小正面玄関・通級出入口戸改修
工事、東中プール本体塗装工事、五日市中校庭散水栓設置工事、秋多中プール周りフェンス改
修工事、増戸中理科室黒板・照明器具改修工を計画的に実施した。
　屋根防水改修や水飲栓直結給水化工事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への対応ができた。

　大規模空間のある、小･中学校体育館(１６校)及び中学校武道場（４校）の非構造部材の耐震点
検及び実施設計を平成26年度に行い、平成27年度に防災機能強化のため非構造部材の耐震化
工事を計画した。
　計画した耐震化工事は、小学校体育館で１０校のうち７校が入札不調により未実施となり、３校
のみの実施となった。また、中学校体育館・武道場で６校（１０棟）のうち６校９棟が入札不調により
未実施となり、１校１棟のみの実施となった。
　なお、平成27年度の工事費の財源として、国庫補助金の交付決定を受けたが、事業対象工事が
未施工のため、翌年度に繰り越す手続きを行い承認されている。

38383838

変更
内容

課　　題

39393939

取組状況

取組状況
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【２７年度取組内容】
・学校施設の計画的整備の資料収集
・市施設全体の整備計画の進捗状況を踏まえた整備の推進

学校施設の計画的整備学校施設の計画的整備学校施設の計画的整備学校施設の計画的整備 主管課 教育総務課

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

【２７年度取組内容】
・アドバイザリー業者選定
・ＰＦＩ事業の実施方針策定準備

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

　区画整理事業の日程等を検証し、計画の見直しを行ったことにより、昨年度と同様にＰＦＩ事業導
入のためのアドバイザリー業者選定準備にとどまっている。この準備として、埼玉県ふじみ野市を
視察するなど、情報収集などに努めた。
　整備事業用地については、都市整備部と協議を行い取得ができた。

ＤＤＤＤ

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

課　　題

取組状況

Ｈ２６

　教員１人に１台のパソコンを継続的に配置することができた。また、小中学校に各1台共用のパ
ソコンを配置し、校務や講師が活用でき環境整備を行った。
　ＩＣＴ整備に向け、情報収集に努めた。

課　　題

　学校のICT環境整備については、多額の予算を伴うため、国や都の動向や補助制度などについ
て調査・研究を進める必要がある。
　普通教室への電子黒板、タブレット等の配置や特別教室へパソコンの配置など、先見性を持っ
て、実態に即した整備を進めていく必要がある。

取組状況

40404040

　耐震化補強工事、普通・特別教室のエアコン設置工事完了後、防災機能強化のため非構造部
材の耐震化事業を進行させているので、施設整備計画、長寿命化計画等の策定のための基礎資
料についてのは一部の資料収集に留まっている。
　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が、現在のところ著しく
機能が低下しているものや危険なものに優先順位を付けて整備しているところなので、施設整備
計画等を策定し計画的な整備が必要である。

　新築または大規模な改修から20年を経過した学校施設が平成２７年４月１日現在で、小学校５
校、中学校６校あり、年数が経つにつれて対象校が増加する。
　整備計画については、大規模な施設整備をする場合、財政状況や他の施設の整備計画を勘案
する必要があるので、上位計画である「あきる野市公共施設等総合管理計画」を踏まえ策定する
必要がある。
　国の補助制度も活用できるが、近年補助不採択になる案件が出ている。

Ｈ２７ Ｈ２８

変更
内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ⅱ

評価
Ｈ２６

新学校給食センターの整備の推進新学校給食センターの整備の推進新学校給食センターの整備の推進新学校給食センターの整備の推進

41414141 情報機器の整備情報機器の整備情報機器の整備情報機器の整備 主管課 教育総務課

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

ＢＢＢＢ

Ｈ２７ Ｈ２８

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

42424242

評価
取組状況

方 向 性
Ⅱ

・教員１人１台のパソコンの維持・管理
・各学校の実態に即したＩＣＴの整備

方 向 性

Ⅲ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

　平成２８年度においては、アドバイザリー業者選定委員会を発足するための準備として、
同委員会の設置要領、委託業者選定要領、業務委託仕様書、企画提案書提出要領など
の策定に取り組むこととする。なお、この取組に当たり、日本ＰＦＩ協会主催のスクール（平
成２８年６月から平成２９年６月まで（３月を除く）、月１回、全１２回）に参加し、知識の向上
に努めていく。平成２９年度では、アドバイザリー業者の選定を実施し、ＰＦＩ事業実施方針
策定の準備を行う。

Ｈ２８

課　　題  武蔵引田駅北口土地区画整理事業の進捗状況如何が、給食センターの整備に影響すること。

【２７年度取組内容】

主管課

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ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

学校給食課
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○

○

○

○

評価評価評価評価

評価結果 ＢＢＢＢ

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

【指導室】
各学校に在籍する外国人児童・生徒の状況に即して、日本語指導講師の派遣や日本語教
室等を開設するＮＰＯ法人との連携を図り、外国人児童・生徒の日本の生活への適応や日
本語の習得を積極的に進めます。
【教育総務課】
就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、就学援助制度により学用品費等を支給し、進
学が困難な学生等については、育英資金貸付制度により学費の一部を貸与します。
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・生徒の保護者に通学定期
購入費を補助し、小宮地区の児童のためのスクールバスを継続して運行します。
区域外就学等実態に配慮した就学を許可します。

ＣＣＣＣ

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価

担当部署　【指導室】【教育総務課】担当部署　【指導室】【教育総務課】担当部署　【指導室】【教育総務課】担当部署　【指導室】【教育総務課】

　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・生徒に対して、日本語指導を実施した。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ている。平成２８年度も予算を確保し、要
望に合わせて適切に日本語指導事業を実施する。

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】
　就学援助費、特別支援教育就学奨励費、育英資金及び遠距離通学に対する支援事務事業について、制度
に基づき適切に実施し、教育の機会均等の確保を図った。
　また、特別支援教育就学奨励費については、従来、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」に準じて、
学用品、給食費、通学費等の支給事務を行ってきたが、あきる野市立学校に設置する特別支援学級への就学
奨励に関し、必要な事項を明確に定めることが望ましいことから、「あきる野市特別支援教育就学奨励費支給
要綱」を制定し、本要綱は本年４月から施行した。
　さらに、区域外就学等の許可事務事業について、制度に基づき適切に実施し、必要な教育環境を提供した。
　今後も、児童・生徒等の実態と必要なニーズに即して、教育の機会均等の確保が図れるよう、研究・改善に
努めていく。

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

評価基準

評価結果

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２８

ＢＢＢＢ

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２７

 基本施策 １１ 基本施策 １１ 基本施策 １１ 基本施策 １１ 　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

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　経済的な理由により就学や進学が困難な児童・生徒や、日本語を習得していないことにより
学校生活等に影響がある外国人児童・生徒に対して、教育機会の均等などを保障していくこ
とは重要なことです。次代を担う児童・生徒が、経済的理由やその他様々な事情により、就
学、進学及び学校生活等に支障を生じさせることのないよう、就学援助や日本語指導講師派
遣等の事業を推進することで、社会のセーフティネットを構築し、安心を与え、学習意欲の向
上につながるよう支援します。
  また、遠距離から路線バスを利用し、市立小中学校へ通学する児童・生徒の保護者の負担
を軽減するための、通学定期購入費の補助や小宮地区の児童が利用するスクールバスの運
行を継続して行います。
　さらに、区域外就学等実態に配慮した就学の確保に努めます。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

Ｈ２７ Ｈ２８

　就学援助費制度の周知を徹底し、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学
用品費等の支給を行った。
   マイナンバー制度導入に伴い、申請書の様式を含め要綱の一部改正を行った。
   育英資金制度については、今年度貸付者なし。なお、平成２７年度中の償還終了者３名。

評価
Ｈ２６

ＢＢＢＢ

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

43434343 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 主管課 指導室

ＢＢＢＢ ＤＤＤＤ

課　　題 　国のNPOが実施する日本語教室に関わる事業が終了したため、取組内容を検討する。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

・日本語指導講師用の予算の確保と学校派遣
・日本語教室等を開設するＮＰＯ法人との連携の強化

主管課 教育総務課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・就学援助及び育英資金制度の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

ＡＡＡＡ

Ｈ２８

44444444 教育の機会均等の確保教育の機会均等の確保教育の機会均等の確保教育の機会均等の確保

変更
内容

　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４名に対して、日本語指導
を実施した。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。
　ＮＰＯ法人の活動が実施されなくなったため、連携の強化はすすまなかった。

取組状況

【２７年度取組内容】

課　　題
　マイナンバー制度導入に伴い、審査方法の改善に向け検討が必要
　支給時期や支給時期ごとの支給月数等について、検討が必要

45454545

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

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

取組状況

【２７年度取組内容】

Ｈ２７ Ｈ２８ 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

変更
内容

・通学定期購入費補助及びスクールバスの運行

評価
Ｈ２６

変更
内容

遠距離通学に対する支援遠距離通学に対する支援遠距離通学に対する支援遠距離通学に対する支援 主管課 教育総務課

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　路線バスを利用して通学する児童・生徒の保護者の負担を軽減するために、遠距離通学費補助
金交付要綱に基づき、通学定期の購入費を補助した。また、戸倉地区から路線バスで通学する児
童の安全管理のため、１学期の間、通学指導員を配置した。
   旧小宮小学校区域の児童の通学を支援するために、スクールバスを業務委託により運行した。
また、安全管理のため通学指導員を添乗させた。

課　　題
　旧小宮小学校区域の児童数が減少傾向にある。このことから、今後の対象児童数の変動を調
査し、スクールバスの運行について検討する必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止
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Ｈ２７ Ｈ２８

主管課 教育総務課

取組状況

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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

【２７年度取組内容】 ・区域外就学等の許可

46464646 実態に配慮した就学の確保実態に配慮した就学の確保実態に配慮した就学の確保実態に配慮した就学の確保

　教育環境の確保等教育的な配慮を要する児童・生徒の就学について、登下校時の安全確保や
居住地における社会的関わりの確保等に配慮しつつ、区域外就学審査基準及び指定学校変更
制度に基づき審査を行い、審査結果に基づき適切に対応した。

課　　題

　児童数の増加に伴い指定学校の変更を受けられない学校が発生する恐れがある。
　指定学校変更事由のうち隣接学区については、登下校の安全管理から通学距離が指定校より
短い場合と条件を改正したため、変更の意向が通らない保護者から強い要望を受けることがあ
る。

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

評価
Ｈ２６

方 向 性
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○
○

○

○
○

○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価

担当部署　【教育総務課】担当部署　【教育総務課】担当部署　【教育総務課】担当部署　【教育総務課】

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
　警察官OBをスクールガードリーダーとして配置し、担当区域の巡回指導を行なうとともに、交通安全推進委
員による登下校時の声かけ、学校安全ボランテイアの登下校の見守り活動への支援及び各学期初めの下校
時における教育委員会職員の巡回パトロールを実施した。
　また、児童・生徒、保護者を対象としたセーフティー教室、学校安全に携わる学校安全ボランティア等を対象
とした安全講習会等を開催し、学校安全に係る資質向上を図った。
　さらに、児童の通学時の安全確保を推進するため、小学校の通学路に１５台の防犯カメラを設置した。
　この他、小・中学校、保護者等及び教育委員会が連携し、大規模地震対応訓練を実施するとともに、災害時
用の飲料水、食料、毛布を計画どおり備蓄した。
　今後も家庭、学校、地域及び関係諸機関がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携・協力し学校安全
対策に取り組む必要がある。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

スクールガードリーダー及び交通安全推進員を配置します。
各学期の終了時に学校安全推進会議や安全講習会を実施し、スクールガードリーダー、
交通安全推進員、学校安全ボランティアとともに、地域ぐるみで児童・生徒の安全を確保し
ます。
災害発生時における教育委員会の組織的な対応について、訓練と検証により対応力を高
めます。
災害に備え、食料等を計画に基づき購入し、各学校へ備蓄します。
生活安全・交通安全・災害安全の３つの観点から、各学校において地域の特性等を踏まえ
た安全管理体制を充実させるとともに、計画的に避難訓練等を実施し、児童・生徒に自助・
共助の能力と態度を育てます。

基本施策 １２基本施策 １２基本施策 １２基本施策 １２

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　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等について共通理解を
図り、スクールガードリーダー、交通安全推進員及び学校安全ボランティアとともに、地域ぐる
みで児童・生徒の安全確保に努めます。
　また、災害発生時における各学校の初動対応を始めとした、児童・生徒及び教職員の安全
管理や教育委員会の組織的対応について、様々なケースを想定した訓練と検証を実施する
ことで、災害対応力を高めます。
　さらに、災害時に児童・生徒を学校に留め置いた時のための食料などを備蓄します。
　各学校においては、児童・生徒の安全を確保し、児童・生徒の危機予知・回避能力と、他者
や地域社会の安全に貢献しようとする能力を向上させるとともに、家庭、学校、地域の関係機
関が連携した、安全管理や安全教育をより一層充実させます。

　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

Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６

評価評価評価評価
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

Ｈ２７

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ

　各小・中学校において、学期ごとに通学路の安全点検を実施した。
  各学校からの報告書を基に、対応要望箇所について、関係各課等に情報提供した。
　通学路を表示する看板について、申し出のあった学校や地域に配布し、注意喚起を図った。

Ｈ２８

取組状況

【２７年度取組内容】

・スクールガードリーダー及び交通安全推進員の配置
・学校安全推進会議及び学校安全講習会の開催
・各学校の実態に即したセーフティ教室の実施
・各学校の年間計画に基づいた安全管理体制の整備・強化及び安全教育の
推進

ＢＢＢＢ

Ｈ２７

Ｈ２６

47474747 児童・生徒の安全確保・安全指導の推進児童・生徒の安全確保・安全指導の推進児童・生徒の安全確保・安全指導の推進児童・生徒の安全確保・安全指導の推進

Ｈ２８

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

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

　教育総務課 ・
　           指導室

【２７年度取組内容】 ・通学路の安全点検

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

　スクールガードリーダーによる学校や通学路の巡回及び通学路の中で大人の目が必要と思わ
れる場所へ交通安全推進員を配置することにより、児童・生徒の通学時の安全確保に努めた。
   学校安全推進会議及び学校安全講習会を開催し、学校安全ボランティア等、日頃から学校安
全活動に携わる方々に参加いただくことで、安全活動に係る基本的な知識・技能を修得する機会
とするとともに、その取組について理解を深めた。   児童・生徒の通学時の安全確保を推進するた
めに、東京都の補助金を活用し、通学路へ１５台の防犯カメラを設置した。

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

48484848 児童・生徒通学安全対策の推進児童・生徒通学安全対策の推進児童・生徒通学安全対策の推進児童・生徒通学安全対策の推進 主管課 教育総務課

課　　題
　組織的活動や関係機関の連携のベースとして、地域の中で一人一人が無理なくできることをで
きるときに実施することで、地域コミュニティーの充実と学校を含めた地域の安全環境の向上を図
る必要がある。

評価

主管課

取組状況

課　　題
　老朽化し表示が見えない通学路標識があるが、設置箇所の台帳がないことから、市民からの情
報提供で道路管理者等と調整しながら、対応しなければならない。通学路の調査にあわせて、各
学校に確認を願う必要がある。

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

ＣＣＣＣ

49494949 防災対策の推進防災対策の推進防災対策の推進防災対策の推進 主管課 教育総務課

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

Ｈ２８

取組状況

【２７年度取組内容】
・総合的な災害対応訓練の実施
・計画に基づいた食料等の各学校への備蓄

評価
Ｈ２６

　学校防災マニュアル（地震災害編）及び各学校が作成する学校危機管理マニュアルに基づき、
小・中学校、教育委員会、保護者等が参加する、大規模地震対応訓練を実施した。なお、主な訓
練は、引渡し訓練として、留置児童・生徒を引き渡しカードに基づき保護者等へ引渡す訓練、通信
訓練として、PHS電話を活用し、被害状況や留置き状況を学校から教育委員会に報告を行う訓
練、給食訓練として、留置児童・生徒用にアルファ化米を作成し試食する訓練などを実施した。ま
た、災害時学校に留まることとなった児童・生徒、教職員のための飲料水、アルファ化米及び毛布
を計画的に購入し備蓄した。

課　　題

　小学生については、引取りが終わるまで継続し、中学生については、午後５時で訓練を終了し留
置き生徒を帰宅させている。実災害を想定した場合、保護者等に引き渡すまで訓練を継続する等
の検討が必要である。　また、引渡しまでの時間を活用し、消防署や消防団の協力を得て、防災
教育・体験活動が実施できるよう検討したい。

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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○

○

○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

施策評価施策評価施策評価施策評価

課　　題 　コーディネーターの後継者育成と人材の掘り起しが大きな課題である。

方 向 性

Ⅰ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

50505050 学校支援地域本部事業の充実学校支援地域本部事業の充実学校支援地域本部事業の充実学校支援地域本部事業の充実 主管課 生涯学習スポーツ課

○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】

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
　 学校が地域に協力してもらいたいニーズを把握するため、市内公立小学校全校に意向調査を実施し、ニー
ズに応じた対策を講じるため、東京都への要望等を行った。
　 また、学校支援地域本部を開催し、事業の充実が図られるよう、各学校の取組状況に関する情報の提供、
共有化に努めた。
　 学校支援地域本部事業を実施している一の谷小学校、屋城小学校及び増戸小学校では、登下校時の安全
指導や見守りのほか、通学路の環境美化活動、図書読み聞かせ事業など学校教育を支援する取組を展開し
た。さらに、新たに実施希望のあった３校と、実施に向け調整を行った。
　当該事業は、市民との協働による取組であり、コーディネーターとなる地域の後継者を育成することが大きな
課題といえることから、今後、更なる人材の掘り起しに取組むとともに、事業のＰＲにも注力していく。

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　家庭や地域の教育力を生かして、地域全体で学校教育を支援していく連携体制を構築して
いくため、学校の状況に即して学校支援地域本部事業を実施し、学校と地域が連携して学校
教育を支援します。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

現在、学校支援地域本部事業を実施している３校（一の谷小、多西小、屋城小）の学校支
援地域本部による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の充
実を図ります。

※平成２６年度に多西小学校が事業活用を辞退し、増戸小学校が事業活用を開始した
　 ため、事務事業の点検及び評価、中期ビジョン状況評価の中の活用校は、一の谷小
   学校、屋城小学校及び増戸小学校の３校となっている。

学校支援地域本部事業について、他の学校へ周知を図るとともに、意向調査により学校
のニーズを把握し、支援の充実を図ります。

 基本施策 １３ 基本施策 １３ 基本施策 １３ 基本施策 １３ 　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

取組状況

【２７年度取組内容】
・学校支援地域本部の設置及び運営支援
・学校意向調査の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

変更
内容

多西小学校、南秋留小学校及び前田小学校の3校に新たに学校支援地域本部を設置し、
既設と合わせ６校に拡充し実施する。

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

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

　一の谷小学校、屋城小学校、増戸小学校の３校に学校支援地域本部を設置し、学習支援や登
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。さらに、未実施校への意向調査を行
い、新たに実施希望が3校あがった。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。
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○

○

○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

中期ビジョンの進捗状況中期ビジョンの進捗状況中期ビジョンの進捗状況中期ビジョンの進捗状況

　教育広報あきる野「一房のぶどう」を年３回発行し、新聞折込、郵送等による配布や公共施設への配置によ
り、教育に関する情報提供を行った。また、ホームページへ掲載することで、市民をはじめ広く情報提供を行
なった。
　紙面については、指摘をいただいた文字の大きさについて改善をしたが、レイアウトの都合ですべてを解消
できていない。今後も他市の広報誌なども参考にしながら、発行回数、レイアウト、用紙の規格など様々な角度
から検討を行なう。

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　市民一人一人が必要な教育活動に参加し、充実したライフステージを積み重ねていくことが
できるよう、教育全般に係る様々な情報を広く提供します。
　また、情報提供の手段として、教育広報紙に加え市ホームページを活用し、情報を取得する
機会の充実を図ります。

担当部署　【教育総務課】担当部署　【教育総務課】担当部署　【教育総務課】担当部署　【教育総務課】

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

 基本施策 １４ 基本施策 １４ 基本施策 １４ 基本施策 １４ 　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

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

提供する情報内容の充実と提供された情報の有効活用が図られるように、「目に留まりや
すい」「手に取りやすい」「読みやすい（伝わりやすい）」をテーマに、教育広報紙の規格、記
事内容、レイアウト等について検証します。
広く市民に教育情報が届くよう、教育情報の発信方法について検討します。

51515151 教育広報による教育情報提供の充実教育広報による教育情報提供の充実教育広報による教育情報提供の充実教育広報による教育情報提供の充実

Ｈ２８ 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
Ｈ２６ Ｈ２７

主管課

取組状況

【２７年度取組内容】
・情報発信方法の検証
・記事内容・規格・レイアウトの検証と試行

教育総務課

　広報教育あきる野「一房のぶどう」を３回（５月３１日号、１１月１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で無料配布するとともに、希望者へ
の郵送、市施設への配置、市内小中学校への配布等を行った。また、市のホームページへ掲載す
ることで、あきる野市の教育全般に関する情報を市民をはじめ広く情報提供した。
　記事内容、規格、レイアウトの要望や改善点を把握することを目的に、読者へ教育広報に対する
意見の提供を求める記事を掲載した。

ＣＣＣＣＣＣＣＣ

課　　題

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

　掲載記事の内容、件数、レイアウト等の都合により、懸案事項である、文字の大きさについて改
善ができていない部分がある。様式や発行回数など、様々なケースを想定し、読みやすい教育広
報について検討する必要がある。
　より多くの人に教育広報の内容を届けるため、新たな発信方法を検討したが、発信方法の確立
にはいたらなかった。引き続き情報発信方法について調査研究し、新たな発信方法の確立を目指
す。
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○

○
○
○
○

○
○

○

○

○

○
○

○
○

評価評価評価評価

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ公民館担当】【図書館】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ公民館担当】【図書館】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ公民館担当】【図書館】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ公民館担当】【図書館】

 基本施策 １５ 基本施策 １５ 基本施策 １５ 基本施策 １５ 　生涯学習活動の推進　生涯学習活動の推進　生涯学習活動の推進　生涯学習活動の推進

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　自主的に学び、主体的に活動できる市民の学習を支援し、その成果を社会に還元できる
「知の循環型社会」を目指した学習の仕組みを作り、学習成果の活用を推進する必要があり
ます。
　このため、生涯学習推進計画に基づき、豊かな生涯学習社会の実現に向けた確かな推進
体制づくりと実行力のある事業展開を図ります。
　また、学習成果を生かす機会や場の提供を図るために、市民の企画運営による事業の充実
や生涯学習事業への市民の参画を推進する必要があります。
　このため、市民との協働による学習機会の場づくりとして、図書館ボランティアの育成や生
涯学習コーディネーターと団体や個人が連携した事業などの推進を図ります。

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

【生涯学習スポーツ課】
生涯学習推進体制の整備を進めるとともに、生涯学習推進計画の改訂を行い、新たな推
進計画に基づいて生涯学習を推進します。
学習教育機関等との連携協力による事業を推進します。
寿大学や各種講座を開催し、その充実を図ります。
公民館施設・設備の適正な維持管理を進めます。
生涯学習コーディネーターや市民解説員の養成講座、生涯学習人材バンクの登録などを
進め、人材の育成を図り、団体や個人が連携した事業を推進します。
生涯学習活動を実施する団体との事業協力と、団体の活動への支援を推進します。
学習成果を生かす機会や事業の充実を図るため、市民の企画運営による事業の充実や
生涯学習事業への市民の参画を推進します。
市民との協働による学習機会の場づくりや、市民の企画・運営による講座等の充実を図り
ます。
【図書館】
市民との協働のまちづくりにおける地域の課題解決や循環型生涯学習の実現に向け、地
域・行政資料を網羅的に収集し、提供できる環境の整備を図るとともに、インターネットを
活用した情報の発信・提供に努めます。
図書資料のＩＣタグ(※データの読み取りや書換えが可能なＩＣ（情報集積回路）を埋め込
み、電波を使って情報の読み書きを行うことができるタグ（荷札）)化を推進し、資料の適正
管理と効率的な運用を図ります。
中央図書館には自動貸出機を配置するなど、利便性の向上に努めます。
図書館連携・協力貸出等の体制強化を推進し、市民の利用可能蔵書数の拡大に努めま
す。
電子化した資料の活用を拡大し、市民が求める資料の確実な提供に努めます。
通常の方法では、既存の出版物や印刷物をそのまま読むことが困難な方に、図書館の資
料・情報が提供できるように、ボランティアの協力を得ながら、ハンディキャップサービスの
充実を図ります。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価
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評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】
　 自主的に学び、主体的に活動できる市民の学習を、図書資料・情報で支援するため、図書館の広域連携や
協力貸出・相互貸借等の制度を活用するとともに、電子化された資料を含め、市民の利用可能な資料・情報の
拡大に努め、市民の求めに応じた資料の提供を行った。また、地域・行政資料の積極的な収集と迅速な提供、
さらにデジタルアーカイブの活用により、市民との協働のまちづくりにおける地域の課題解決や循環型生涯学
習社会の実現に向けた情報の発信・提供を行った。
　特に、電子書籍については、国立国会図書館の電子化資料送信サービスの導入に切替えて取組を進め、絶
版等で手に入らない図書等１４１万点の閲覧・複写が可能となり、利用可能資料の増大を図ることができた。ま
た、商用データベースも利用状況等を精査し、法令関連データベースを次年度から全館で提供可能なものに
切替えるなど、サービスの拡充が図られている。
　図書館の広域連携は、利用可能資料の増大に一定の成果を上げているが、更なる連携先の拡大は難しく
なっている。また、大学図書館連携では、移転先の大学図書館を継続して利用できることとなったが、近隣地
域での確保が難しい。このため、広域連携している自治体や大学図書館等の周知に努め、あきる野市民の利
用率を向上させる取組にシフトし、活用を推進する取組が必要がある。
　資料の適正管理と効率的な運用のため導入を進めている図書資料のＩＣタグ化は、五日市図書館の開架資
料を３ヶ年計画で遡及貼付し、予定通り計画を終了している。自動貸出機はプログラムの修正等を行い、利便
性の向上、効率的な提供の推進に努めた。また、市民から提供を受けた寄贈・リユース資料を活用した利用者
サービスの拡大にも、継続して取り組んでいる。
　既存の資料等を、通常の方法で読むことが困難な方にも情報が提供できるよう、ボランティアの協力を得な
がら資料のＤＡＩＳＹ化を進め、さらにこれまでカセットテープで製作してきた録音図書のＤＡＩＳＹ化にも取り組ん
でいる。ハンディキャップサービスは、ボランティアの協力が不可欠であるが、新たな技術の獲得が課題となっ
ている。特にスタッフの高齢化の問題もあり、技術取得の講習会を継続して開催し、支援していく必要がある。
　また、「障害者差別解消法」により、図書館利用への配慮など、更なるサービスの向上も求められている。

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】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】
　学習機会提供の拡充を図る目的から、ＮＨＫ学園との連携を図り、各種生涯学習事業を実施しているところ
であるが、今年度より、事業内容を拡充して参加者の増加を図った。次年度以降についても、幅広い年齢層の
受講者の獲得に向け充実を図っていく。
　寿大学では、講座内容を工夫し、文学、歴史、科学、芸術、健康生活、一般教養などの講座や行事講座を通
して、高齢者の知識の向上、社会参加、相互交流を推進しているところであるが、秋川校、五日市校ともに、毎
回７～８割近くの参加者があり、さらに両校とも参加者による運営委員会が組織され、自主的運営に努めるな
ど、事業の充実が図れている。今後の課題として、寿大学の登録者数が実施会場の定員数を上回ってきてい
ることから、今後、登録者の受け入れ体制、会場及び事業の実施方法等について検討する。
　また、関連機関との協力関係を進め、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をが行えるよう、学習グループ等と協働し、講座の充実を図っていく。

　国や都の動向や、上位計画、施政方針等を踏まえ、生涯学習推進市民会議で示された方向性を勘案して、
生涯学習推進計画第3次計画として「学びプランⅢ」を策定した。
　生涯学習コーディネーターを育成するための養成講座（全８回）を開催するとともに、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た。また、「生涯学習人材バンク」の登録者に放課後子ども
教室での特別プログラムの講師や、教育委員会が主催する「市民ふれあい塾」等の生涯学習講座で講師を務
めていただき、その活用を図った。今後は、さらにPRを強化し、より多くの団体に活用してもらえるよう取組を進
める。
　生涯学習活動を実施する団体への支援策としては、市社会教育関係団体に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するとともに、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、ホームページ等での公開により、市民への
情報提供を図った。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　生涯学習コーディネーターの会を通し、他の団体等と協力連携し、講座の企画を実施した。これ
により市民が学習する場所づくりができた。
　「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「親子鑑賞会」として、親
子を対象に、聴きやすくアレンジしたクラシック音楽のコンサートを実施した。

課　　題 　参加人数が少ない講座もあるので、より魅力のある内容にする必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

生涯学習スポーツ課

【２７年度取組内容】 ・各種団体等との連携・協力の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

取組状況

54545454 民間教育事業者との連携・協力体制の充実民間教育事業者との連携・協力体制の充実民間教育事業者との連携・協力体制の充実民間教育事業者との連携・協力体制の充実 主管課

ＢＢＢＢ

　ＮＨＫ学園との基本協定に基づき、生涯学習講座ＮＨＫ学園オープンスクール業務を委託し実施
した。
　平成２７年度実績：５９１講座、受講者数延べ２４，４９０人である。
　今年度より、中央公民館を会場とし、郷土あきる野をテーマとしたジャンルに取り組み、「あきる
野の地で栽培した小麦で作る～うどん作り教室」、「～自家栽培した素材を伝統の技で味わう～あ
きる野流うどん・そば教室」、「おいしい手ごねパン教室～ごまおさつブレッド～」、「あきる野de手ご
ねパン教室」を実施し、あきる野市の特色を生かした講座の開発に努めた。
　一方、公民館主催事業においては、寿大学、市民大学、市民解説員入門講座等の講師の選定
等において、高校や大学等の協力を得て、充実した講座が開催できた。

課　　題
　著名な講師や良質な内容の講座を企画し、より幅広い受講者層を獲得していくことが課題であ
る。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

【２７年度取組内容】
・ＮＨＫ学園と連携した生涯学習事業の推進
・高校や大学との連携をした事業の積極的推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ

53535353 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

・生涯学習推進計画の推進

　平成27年7月に、生涯学習推進計画学びプランⅢを策定し、広く周知すると共に、計画推進のた
め、生涯学習シンポジウム等で意識啓発を行った。

ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

主管課 生涯学習スポーツ課

Ｈ２８ 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
Ｈ２６ Ｈ２７

52525252 生涯学習推進計画の推進生涯学習推進計画の推進生涯学習推進計画の推進生涯学習推進計画の推進

取組状況

【２７年度取組内容】

課　　題
　次年度以降に、生涯学習市民会議で進捗状況等を検証していくが、効果的な検証方法の確立
が課題である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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　市民の生活を心豊かにするための機会として、市民大学２講座（「スーパームーンを観察しよ
う！～お月様の不思議～」参加者９人、「男性の料理教室～うなきゅう丼、味噌玉、地元野菜と肉
の煮物～」参加者１８人）を実施した。　さらに、ＩＴボランティアによる「初心者パソコンＱ＆Ａ」を５月
から３月まで１３回実施し、参加者は６４人であった。また、多様な学習の場づくりとして、芸術文化
に対する理解を深めるため、ＮＨＫとの共催により「関連文化講演会」を５回（「大英博物館展」参
加者１１５人、「クレオパトラとエジプトの王妃展」参加者１１６人、「生命大躍進」８５人、「始皇帝と
大兵馬俑」１１４人、「レオナルド・ダ・ヴィンチ」１１４人）を実施した。

課　　題
　ＮＨＫと共催の関連文化講演会は、募集をしてもすぐに募集人員に達し、募集人数に限りがある
のが課題である。より多くの人が参加できるよう検討する必要がある。

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】
・多くの市民が生涯学習に親しめるように各種講座等の実施
・各種講座等の内容の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

57575757 公民館における各種講座の充実公民館における各種講座の充実公民館における各種講座の充実公民館における各種講座の充実 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

　寿大学秋川校は登録者７４０人、キララホールを主会場に１７回の講座を実施し、受講者数は延
べ9,051人であった。また、寿大学五日市校は登録者143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1,551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。

課　　題
　秋川校・五日市校ともに講座会場の席数に余裕が無いのが課題である。今後、申込者の受け入
れ体制や会場等について検討する必要がある。

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】 ・寿大学秋川校、五日市校の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

56565656 寿大学の開催寿大学の開催寿大学の開催寿大学の開催 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

　西多摩地域広域行政圏８市町村図書館連携事業では、図書館バッグを作成し、図書館福袋など
の事業で配布して広域利用のＰＲを実施した。また、構成市町村間においては、利用実績の調査
と情報交換を行うとともに、研修会を実施して課題への相互理解を深めた。
　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、利用実績の調査を
行い、相互の情報交換を実施した。
　八王子市内の大学図書館との連携に関しては、新たな連携先の確保はできなかったが、移転す
る杏林大学図書館については、移転先の井の頭図書館を継続して利用できるよう調整を行った。

課　　題 　新たな連携先の確保による、市民の利用可能資料の増大を図ることが難しくなっている。

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】

・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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

55555555 図書館の広域的連携の推進図書館の広域的連携の推進図書館の広域的連携の推進図書館の広域的連携の推進 主管課 図書館
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方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】
・生涯学習推進本部、生涯学習推進市民会議の開催・運営
・生涯学習コーディネーターの会の運営支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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

　「障害者差別解消法」により、図書館利用への配慮など、更なるサービスの向上が求められてい
る。このため、来館困難者等への資料提供サービスの拡大を図る必要が生じている。

方 向 性

Ⅰ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

平成２８年度の取組に「来館困難者への資料提供サービスの検討・実施」を追加

課　　題

Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

58585858 障がい者等への図書館サービスの向上障がい者等への図書館サービスの向上障がい者等への図書館サービスの向上障がい者等への図書館サービスの向上 主管課 図書館

取組状況

【２７年度取組内容】

・対面朗読の実施
・録音資料の作成、郵送
・機材貸出等のサービスを実施
・図書館作製資料のDAISY化

評価
Ｈ２６

　活字による読書が困難な利用者に対し、録音図書の貸出しや対面朗読等を実施し、利用の希望
に応じたサービスを提供した。所蔵のない録音資料のリクエストには、サピエ図書館から提供を受
けたほか、音訳ボランティアの協力により製作して提供した。
　障害者用機材の貸出サービスについては、利用実績は多くないが、いつでも提供できるよう機
器の整備等を行っている。
　カセットテープで製作してきた「郷土あれこれ」の録音図書のＤＡＩＳＹ化については、協働で取組
む音訳ボランティアと、手順・役割分担等の調整を行い、カセットテープのデータをパソコンへ取り
込み、編集・追加録音などの作業を進めた。

DAISY：デジタル録音図書の国際標準規格
サピエ図書館：点字図書・録音図書に関する全国最大の書誌データベースをもつ。点字資料やDAISY資料などの提供・
配信が受けられる

59595959 生涯学習推進体制の整備生涯学習推進体制の整備生涯学習推進体制の整備生涯学習推進体制の整備

課　　題

ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

　生涯学習推進市民会議を開催し、生涯学習推進計画学びプランⅢの策定した。また、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やシンポジウム、市民
向け講座を実施した。

　生涯学習コーディネーターの会の人材の拡充が必要である。
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　利用者の学習要求に応え、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。
　また、市内に所蔵のない資料については、都内市区町村立図書館との協力事業により借用し、
4,889冊提供している。
　都内市区町村の図書館に所蔵のない資料は国会図書館、大学図書館及び他県の図書館の所
蔵を調査し、63冊を借用して提供した。
　なお、都内市区町村や他県の自治体からの協力申込みに対し、協力貸出を2,300冊行った。
　平成２８年３月から「国立国会図書館のデジタル化資料送信サービス」の提供を開始し、141万点
に上る絶版等で入手不可能な資料の閲覧・複写ができるようになった。

課　　題
　市民の多様化する資料要望から、協力貸出・相互貸借等の利用が拡大している。また、資料の
保存を重視する各自治体の意向により、汚破損の状態確認などが強く求められ、作業量と弁償事
例が増大している。

方 向 性

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

Ⅱ

【２７年度取組内容】

・資料・情報提供の充実
・協力貸出事業の実施
・相互貸借事業の実施
・国会図書館等資料調査事業の実施
・国会図書館の電子資料サービスの研究

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

61616161 図書館資料提供事業の推進図書館資料提供事業の推進図書館資料提供事業の推進図書館資料提供事業の推進 主管課 図書館

　平成25年から取組んできた五日市図書館の開架資料に対するICタグ化は、平成27年度に
24,000枚を貼付して終了した。これにより、中央図書館、東部図書館エルと合わせて３館の開架資
料への貼付を終了した。ＩＣタグ化による資料の適正管理と迅速な提供の一環として、中央図書館
に導入した自動貸出機の利用率も徐々に増加している。
　週１回の見計らい選書における選書会議と、月１回開催している資料管理部会において、４館全
体の資料管理について検討した。特に、図書館４館の蔵書構成に配慮した選書とリクエスト等によ
る市民の要望を考慮した選書を実施した（リクエスト購入：918冊）。
 　中央図書館のみで実施していたリユース本棚を、東部図書館エルと増戸分室に新設した。これ
により、図書館の廃棄資料を定期的に市民に提供して再活用してもらうとともに、市民からの寄
贈・リユース資料の受入れが円滑に行えるようになった。また、市民から提供を受けた寄贈・リ
ユース資料を活用し、図書館の痛んだ資料との差換えやリクエストの集中している資料の登録・提
供を行ない、利用者サービスに努めた。

課　　題
　流行の本やリクエスト本を多く購入すると、蔵書構成の偏りが生じるとともに、図書資料費の効率
的な執行にも支障を来たす。このため、予約の集中する資料を中心に、寄贈資料を活用した資料
整備を継続して進める必要がある。

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

主管課 図書館60606060 図書館資料の整備図書館資料の整備図書館資料の整備図書館資料の整備

方 向 性

Ⅱ

取組状況

【２７年度取組内容】

・資料のＩＣタグ化（五日市開架終了）
・資料管理部会による蔵書構成の調整と選書
・リユース・寄贈資料の活用

評価
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ＢＢＢＢ

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

ＢＢＢＢ

　地域・行政資料については1,337点登録した。なお、収集にあっては、出版情報が流通しない地
域資料は、地域紙誌等からの情報をチェックし、行政資料については、庁舎内からの納本及び外
部官公庁からの寄贈によって収集を進めた。
　新聞記事の収集と見出しのタイトルについては、部会のメンバーで役割分担し、2,924タイトルを
収集し、デジタル化を実施した。
　デジタルアーカイブ運営計画については、事業の方向性、調査・収集の工程、予算の分散化、デ
ジタルアーカイブを情報発信ツールとしている深沢家文書整理事業の今後の計画について検討を
行った。
　デジタルアーカイブのコンテンツについては、「あきる野市を知るために」内の「あきる野市と自由
民権運動」に2ページ、「あきる野市の写真館」内の「あきる野市の文化財」に1点、「秋川渓谷観光
ポスター」に3点、追加公開した。

取組状況

【２７年度取組内容】

課　　題

　地域・行政資料は、通常の出版経路をとらないため、出版情報の提供が受けられず、データでの
発注ができない。このため、常に地域誌など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。
　デジタルアーカイブ事業の円滑な推進のため、深沢家文書整理事業の計画と連動した、運営計
画を構築していく必要がある。

62626262 地域・行政資料の収集と情報提供の充実地域・行政資料の収集と情報提供の充実地域・行政資料の収集と情報提供の充実地域・行政資料の収集と情報提供の充実 主管課

・地域・行政資料の収集
・新聞記事の収集・見出しの公開
・デジタルアーカイブ運営計画の検討
・デジタルアーカイブコンテンツの追加公開

評価
Ｈ２６ 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

Ｈ２８Ｈ２７

図書館

Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

63636363 図書館レファレンス事業の充実図書館レファレンス事業の充実図書館レファレンス事業の充実図書館レファレンス事業の充実 主管課

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】

・レファレンス研修の充実
・契約データベースの精査
・図書館使い方講座の開催
・あきる野ふるさとはかせの作成

評価
Ｈ２６

　市民の生涯学習活動の支援と図書館資料の利用推進のため、レファレンス講座「図書館使い方
講座」を３館で開催し、新システムである利用者端末の利用方法等について紹介した。
　利用者に提供している商用データベースは、提供情報の内容や利用状況等を精査した。法令関
連のデータベースについては、次年度から全館で利用できるデータベースへの切替を決定し、ＰＲ
用チラシの作成など導入の準備に取組んだ。
　子どもレファレンスシート「あきる野ふるさとはかせ」を、１テーマ作成し発行した。
　図書館ＨＰの「あきる野百科事典」に、２項目を追加。また、パスファインダーの作成も引き続きす
すめた。

※パスファインダー：特定の主題に関する各種情報資源や探索方法を紹介・提供する初歩的なツールをまとめたシート

課　　題
　レファレンスというサービスの認知度をあげる必要がある。講座を３館で実施したが、参加者が
増加しない。講座以外にもＰＲできる方法を検討する必要がある。
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64646464 図書館の電子情報提供の推進図書館の電子情報提供の推進図書館の電子情報提供の推進図書館の電子情報提供の推進 主管課 図書館

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

　図書館４館に設置しているインターネット情報検索端末は、件数は若干減少したが10,911件の利
用があリ、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情報を利用者に提
供することができた。
　  電子書籍に関しては、コンテンツの制限や偏りがあり、導入できる状況になっていない。そのた
め、電子書籍については「図書館資料提供事業の推進」（№61）の「国会図書館の電子資料サー
ビスの研究」の取組により、「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」の導入に切替えて対
応した。これにより、141万点に上る絶版等で入手不可能な資料の閲覧・複写が可能となり、電子
化された情報の提供により、利用者サービスの向上が図れた。

課　　題
 電子書籍に関しては、「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」の導入により一定の成果
を得ているが、通常の電子書籍については、コンテンツの制限や偏りがあり、導入できる状況に
なっていないことから、継続して情報収集して検討を続ける。

方 向 性

取組状況

【２７年度取組内容】
・電子書籍の導入検討
・インターネット情報検索端末の提供

評価

ＢＢＢＢ

65656565 公民館施設・設備の整備・充実公民館施設・設備の整備・充実公民館施設・設備の整備・充実公民館施設・設備の整備・充実

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】 ・施設・設備の適正な維持管理

評価
Ｈ２６

　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。定期的及び随時、連
絡・相談を取り合うなど、指定管理者と協力し施設の維持管理に努めた。

課　　題
　一部施設の老朽化が課題である。指定管理者と協議し、施設・設備の整備や充実を図る必要が
ある。

Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ

取組状況 　ＩＣタグを活用した次期の利用者サービス拡大策として、予約本無人提供システムの導入につい
て、先進自治体の状況を調査し、あきる野市における導入の可能性について検討した。
　ＩＣゲートと自動貸出機を駆使したセルフ式から、自動貸出ロッカー、さらに貸出済み資料をロッ
カーに入れる簡易な方式まで、様々な無人提供システムの存在を確認することができた。
　施設の改修や新たな機器の設置などが必要なため、実施方式の確定には至らなかった。

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

課　　題
　様々な方式の中から、実施可能な方式を選定するとともに、施設の改修や新たな機器の設置な
どが必要なことから、今後も継続して情報収集を行い、導入の検討を進める必要がある。

ＣＣＣＣ

66666666 図書館施設・設備の整備・充実図書館施設・設備の整備・充実図書館施設・設備の整備・充実図書館施設・設備の整備・充実 主管課 図書館

方 向 性

Ⅲ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

平成２８年度取組内容「導入準備」を引続き「予約本無人提供システムの検討」とする。

【２７年度取組内容】 ・予約本無人提供システムの検討

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

ＣＣＣＣ

Ⅰ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

平成２８年度の取組に「Wｉ-Fｉの導入検討」を追加する。
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67676767 生涯学習コーディネーターの育成生涯学習コーディネーターの育成生涯学習コーディネーターの育成生涯学習コーディネーターの育成 主管課 生涯学習スポーツ課

・養成講座の開催

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ

　年々養成講座受講生の人数が減少してきており、講座を基礎と実践に分ける等、参加しやすい
工夫が必要である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】

68686868 生涯学習人材バンクの充実生涯学習人材バンクの充実生涯学習人材バンクの充実生涯学習人材バンクの充実 主管課 生涯学習スポーツ課

ＢＢＢＢ

　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、運営講座を通して実践の場を設けることができた。

課　　題

・登録者の募集
・登録者の活用方法の検討

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　放課後子ども教室での特別プログラムの講師や、生涯学習コーディネーターとの協働事業「市民
ふれあい塾」等の生涯学習講座において、登録者に講師を務めていただき、その活用を図った。

課　　題
　利用が定例化してきているため、新たな市民や、団体に活用してもらえるよう広く周知していく必
要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】

69696969 市民解説員養成事業の推進市民解説員養成事業の推進市民解説員養成事業の推進市民解説員養成事業の推進 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】

・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
・市民カレッジ講座受講生の増員

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　市民カレッジ人材養成講座の入門講座で、自然史Ⅰを４回、地域めぐりⅠを４回、人物伝Ⅰを４
回、考古学Ⅰを４回、中世史を５回、伝統産業を４回、解説実習を３回の２８講座を実施した。
　新規の受講希望者が前年の６人から９名に増加したことにより、一部の科目で受講希望者が定
員を超過したため、講師等と相談の上若干の定員の弾力化を図り対応した。
　市民カレッジ人材養成講座の市民解説員専門講座で、博物館学習と中世史を各１回２講座を実
施した。
　市民に学習の機会を提供し、市内の歴史・文化の素晴しさを知っていただくため、市民カレッジ
公開講座（「あきるっぱら台地～台地の生い立ちと湧水の由来～」参加者６７人）を実施した。

課　　題
　受講生数の伸び悩みが課題である。今後、講座の運営方法の改善など、取扱いを検討する必
要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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70707070 図書館ボランティアの育成図書館ボランティアの育成図書館ボランティアの育成図書館ボランティアの育成 主管課 図書館

取組状況

【２７年度取組内容】

・障がい者サービスボランティア養成
・児童サービスボランティア養成
・整架ボランティア養成
・新規図書館サービスボランティアの養成
・フォローアップ支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　障がい者サービスボランティアの養成では、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、新たに音訳ボランティアとして活動を希望する方を
対象に、音訳ボランティア養成講習会（初級）を実施した。また、関係団体との定期的な連絡会を
開催し、活動状況や課題を共有するとともに、連携して課題解決に取組んだ。
　布の絵本の作成については、現在提供している布の絵本の修理や新たなタイトルの作成など、
提供資料の充実を図っており、読書につなげる取り組みを継続している。
　児童サービスボランティアの養成では、学校図書館ボランティアに対する支援体制として、本の
修理と絵本の読み聞かせの出張講座を用意した。今年度は本の修理講座を実施した。
　書架整理ボランティアは、毎年少しずつではあるが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。資料がより探しやすくなるよう取り組み、利用者
サービスの向上に繫がっている。
　「本の修理ボランティア養成講座」受講者の中から、今年度、新たに汚破損資料の修理作業を行
うボランティア希望者を募り、受入れの態勢整備を行って、活動の機会と場の提供の拡大を図っ
た。

課　　題
　障害者サービスでは、パソコンを使ったＤＡＩＳＹ編集の技術が新たに求められており、スタッフの
高齢化とともに、新たな会員の確保が課題である。

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

71717171 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 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・社会教育関係団体等との事業協力体制の充実と活動支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　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、ホームページ等での公開により、市民への情報提供を図った。

課　　題
　社会教育関係団体の情報の提供が新たに会員を増やすことに至っていないため、その手立てを
検討する必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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Ｈ２６ Ｈ２７

　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、自主企画講座を募集
し、社会教育関係団体等４団体より６講座の応募があり、５講座を採択した。「太極拳一日体験」参
加者４１人、「あきる野歴史散歩」参加者延べ６４人、「月見と篆刻」参加者延べ４６人、「お父さん
のための簡単料理教室」参加者１３人、「心の年齢を重ねて」参加者２３人である。
　共催団体数の拡大については、募集方法の改善に努め、広報のほかポスター・チラシ等でＰＲを
図った。新規団体１団体の応募があり、提案講座数は５講座から６講座に増加したが、団体数は
前年度と同様の４団体であった。

72727272 市民企画講座の開催の支援市民企画講座の開催の支援市民企画講座の開催の支援市民企画講座の開催の支援 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】

・市民企画講座の実施
・講座数・講座内容の充実
・共催団体数の拡大

評価

課　　題
　市民の生涯学習活動への積極的な取り組みが感じられる講座が多かったが、応募団体が固定
化ていることが課題である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

変更
内容
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○

Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

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
 平成２５年８月に策定した「スポーツ推進計画」に基づき、平成２６年５月、市民の代表や学識経験者、各専門
分野の方々の参画を得て、本計画に掲げる事業が効率的かつ効果的に推進できるよう、審議・検討を図るた
め「あきる野市スポーツ推進審議会」を設置し、推進体制の整備を図った。
　また、推進計画では、スポーツの概念を広く捉え、競技性のあるものだけでなく、健康づくりや介護予防のト
レーニング、日常生活において誰もが気軽に楽しむことのできるものもスポーツと位置づけており、現在、市体
育協会、総合型地域スポーツクラブ、健康づくり市民推進委員等、関連団体の協力を得ながら、各種事業を展
開している。今後も推進計画に掲げる数値目標「成人の週１回以上のスポーツ実施率７０％」の実現に向け、
更なる充実を図っていく。
　今後は、推進計画に掲げている数値目標の達成状況に応じて推進体制や計画の見直しを図る目的から、平
成２９年に中期評価に向けた「市民アンケート調査」を実施するため、スポーツ推進審議会においてアンケート
内容等検討する。

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　「あきる野市スポーツ推進計画」では、基本理念として、『みんなでつくろう「スポーツ都市あ
きる野」～誰もが元気でスポーツに親しむ健康なまちを目指して～』を掲げており、市民が生
涯にわたり興味や目的に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、世代ごとのレベル
やニーズに合った様々なスポーツ活動の機会や場を提供します。
　また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、トップアスリートによる国際交流や
スポーツ団体・企業との連携によるスポーツイベントの実施など、スポーツに親しみ、楽しみ、
支える活動に参画できる環境づくりを推進します。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

スポーツ推進のための組織、仕組み及び取組を更に発展させ、市民の誰もが気軽にス
ポーツに親しみ、また、その活動を支援できる環境づくりを充実するため、スポーツ推進計
画の進捗状況を検証し、必要に応じて、見直しの検討をします。

 基本施策 １６ 基本施策 １６ 基本施策 １６ 基本施策 １６ 　スポーツの推進　スポーツの推進　スポーツの推進　スポーツの推進

評価評価評価評価
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　スポーツ推進審議会において、スポーツ推進計画に掲げる事業が効率的、かつ、効果的に推進
できるよう、平成２６年度の取組状況及び平成２７年度の進捗状況を調査し、審議及び検討を行っ
た。
　また、今後の障がい者スポーツ事業の取り組みについて検討を行った。

課　　題
　計画に掲げている数値目標の達成状況に応じて推進体制や計画の見直しを図る目的から、平
成２９年度に中期評価に向けた市民アンケート調査を実施するため、今後の審議会においてアン
ケート内容等について検討する必要がある。

取組状況

【２７年度取組内容】 ・計画の推進と計画の進捗状況の検証

73737373 スポーツ推進計画の推進スポーツ推進計画の推進スポーツ推進計画の推進スポーツ推進計画の推進 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

Ｈ２７ Ｈ２８ 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
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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

　あきる野市体育協会やスポーツ推進委員と連携を図り様々なスポーツ大会を開催し、子どもか
ら高齢者までがスポーツに気軽に触れることができる機会を促進した。また、著名な講師を招いた
バドミントン教室や柔道教室、ラジオ体操講習会など、幅広い年代を対象とした事業の開催によ
り、スポーツ活動の充実を図った。

課　　題
　子どもから高齢者まで多くの市民が進んで参加できる、新規事業への取り組みが課題。市主催
事業も含め体育協会及びスポーツ推進委員会と連携を図りながら、新たな事業への取り組みを検
討する。

74747474 スポーツ活動の機会の充実スポーツ活動の機会の充実スポーツ活動の機会の充実スポーツ活動の機会の充実 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

・各世代ごとのレベルやニーズに合ったスポーツ活動の機会や場の充実

評価
Ｈ２６

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ
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75757575 スポーツ施設の整備・充実スポーツ施設の整備・充実スポーツ施設の整備・充実スポーツ施設の整備・充実 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】 ・施設の整備や附帯設備の整備・充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　グラウンド整備や施設の簡易な修繕、草刈など利用者がいつでも快適に使用できるよう屋外施
設の整備を行った。さらに、利用者の安全を第一に考え、五日市ファインプラザ屋内プールの排煙
窓改修及び秋川体育館の消火栓系統配水管工事の実施など、スポーツ施設の整備充実を図っ
た。

課　　題
　施設の老朽化により、市民の施設利用に際して不便を強いている部分があるのが課題である。
今後とも計画的な整備・改修を行う必要がある。

方 向 性
Ⅱ

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

76767676 スポーツ活動を支援する環境の整備スポーツ活動を支援する環境の整備スポーツ活動を支援する環境の整備スポーツ活動を支援する環境の整備 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】 ・指導者の育成や総合型地域スポーツクラブの支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　スポーツ推進委員会の主催により、高齢者でも気軽にできるスポーツとしてペタンクやターゲット
バードゴルフの講習会及び大会を開催し、指導者の育成を図った。また、総合型地域スポーツクラ
ブが主催する教室や講習会、スポーツイベントの開催に伴う会場の提供、周知活動の協力支援な
ど市民が参加することのできるスポーツ活動への環境整備を図った。

課　　題
　指導者の育成及び指導の場の提供が課題である。引き続き、スポーツ推進委員、体育協会及び
総合型地域スポーツクラブと連携・協働、さらには支援環境を整えることで、幅広い世代を対象と
したスポーツの指導者の育成を進めていく。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

77777777 市の特市の特市の特市の特性性性性を生かしたスポーツ推進を生かしたスポーツ推進を生かしたスポーツ推進を生かしたスポーツ推進 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】 ・豊かな自然環境を生かしたスポーツの推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　市の地域特性である豊かな自然環境を活かしたスポーツの推進として、スポーツ推進委員会が
主催するヘルシーウォーキングを実施した。春は４４人の参加であったが、秋は天候不良により中
止となった。また、市民の高齢化が進む中、健康寿命の引き上げ及び健康に対する意識の向上を
図るため、１１月にラジオ体操講習会とロコモ予防教室を開催、２５０人の参加があった。

課　　題
　より幅広い年齢層の獲得が課題である。今後、高齢者が気軽に参加できる新たな事業について
も検討していく。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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○

○
○
○
○

評価評価評価評価

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】
　アートスタジオ五日市については、２人の若手版画家を招へいし、レジデンス事業として版画の創作活動を実
施した。また、市民に芸術文化と触合う機会を提供するためスタジオで作品を一般公開するとともに、五日市
児童館でワークショップを行い、地域の小学生や住民との異文化、国際交流を図った。
　国際化の推進については、あきる野市国際化推進青年の会に補助金を交付するとともに、同会が発行する
国際姉妹都市交流広報紙「Ｍ＆Ａ通信」を市内公共施設へ配布し、中学生に対する市の国際姉妹都市交流事
業のＰＲを行った。
　秋川キララホールについては、市民が芸術に触れる機会の提供と芸術文化への関心を高めるために主催事
業６公演と自主事業５公演を実施するとともに、市民団体の芸術文化活動を支援するために、活動成果の発
表の場として利用できるよう貸出業務を実施した。魅力ある公演の選定や効果的なＰＲ方法を考慮し、安定し
た入場者数を確保するため、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行う。

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】
　市民文化祭については、市内において文化活動や社会教育活動を行っている団体が日頃の学習活動の成
果として作品展示や舞台発表を行う場となっているほか、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、市民と協働で実施しており、毎年、多数の団体に参加していただくなど、市民文化の振興に大きく寄
与した事業となっている。今後も継続し、更なる充実を図っていく。
　今後の課題としては、催しの部については参加団体が増加しており、時間配分の調整に苦慮する状況となっ
てきている。また、展示の部については、参加者が減少しているため、文化祭の更なる活性化を図るため、関
係団体や運営委員会と協議し、改善を図る。

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価○中期ビジョン状況評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

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

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

アートスタジオ五日市の活用を推進し、芸術家の育成と市民が芸術文化に触れる機会の
充実を図ります。
国際化推進体制の充実と関係団体への支援を行い、国際的な文化交流を推進します。
秋川キララホールの利用の促進を図り、市民が芸術文化に触れる機会を充実させます。
市民の生涯学習活動を推進するために、社会教育関係団体等への支援を充実させます。
市民の芸術文化に対する関心を高めるため、市民団体による芸術文化活動に対する支援
の推進及び、活動成果を発表する機会を充実させます。

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　豊かな自然環境と歴史や文化を引き継いでいる本市の特性を生かし、市民が生涯にわたり
あきる野らしい芸術文化活動に取り組めるよう、社会教育関係団体の支援、芸術家の育成、
文化施設の利用及び市民同士の交流の機会を促進します。
　また、マールボロウ市との国際交流や外国人アーティストの招へいなどにより、異文化交流
を推進します。

 基本施策 １７ 基本施策 １７ 基本施策 １７ 基本施策 １７ 　文化の振興　文化の振興　文化の振興　文化の振興
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

・アーティスト　イン　レジデンス事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

取組状況

【２７年度取組内容】

Ｈ２８ 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ＣＣＣＣ ＤＤＤＤ

78787878 アーアーアーアートトトトスタジスタジスタジスタジオ五日オ五日オ五日オ五日市の活用の推進市の活用の推進市の活用の推進市の活用の推進 主管課 生涯学習スポーツ課

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

９月１日から１１月３０日まで、予定より1人減の日本人１人、インド人１人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、市民に芸術文化と触合う機会
を提供するため製作した版画をスタジオにおいて一般公開するとともに、五日市児童館において
ワークショップを行い、地域の小学生や住民との異文化、国際交流を図った。

79797979 国際化推進体制の充実と関国際化推進体制の充実と関国際化推進体制の充実と関国際化推進体制の充実と関係団係団係団係団体への支援体への支援体への支援体への支援 主管課 生涯学習スポーツ課

課　　題 　地域との交流の場が少ないため、さらに地域住民との交流を図る事業の開催が必要である。

方 向 性

Ⅱ

変更
内容

・国際交流団体への運営支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　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するとともに、同
会発行の広報紙を市内公共施設へ配布した。
　国際化推進青年の会は、独自の国際交流啓発事業として、横田基地日米友好祭へのボランティ
ア参加や、国際姉妹都市交流広報紙「Ｍ＆Ａ通信」の発行などを行っている。
　国際化推進青年の会の活動が、あきる野市の国際姉妹都市交流事業のＰＲにつながった。

課　　題
　交流団体の活動の場が少ないため、更なる充実を図るために、活動の場の拡大の検討が必要
である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】

80808080 公民館における公民館における公民館における公民館における芸術芸術芸術芸術文化の推進文化の推進文化の推進文化の推進 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】
・芸術文化振興のため市民との協働による事業の実施（絵画展、写真展等）
・市民団体の芸術文化活動に対する支援の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　文化的で魅力あふれるまちづくりの一環として、市民との協働による「第５回あきる野市絵画展」
を芸術文化の振興を目的とし実施した。あきる野市の風景・街並み・行事・史跡・動植物などを
テーマとした作品を募集し、作品を称揚するとともに展示した。
　応募者数６４人、応募作品８８点、入賞作品４７点

課　　題
　応募者数の減少にともない参加費収入が減少していることが課題。新たな財源を探す必要があ
る。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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81818181 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のールのールのールの利利利利用用用用促促促促進進進進 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・指定管理者制度による施設の適正管理と利用の促進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　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６公演、自主事業は５公演実施し、この他に支援育成事業やまちづくり推
進事業などを行った。また、アウトリーチとして保育園や高齢者施設での演奏会を実施し、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。

課　　題
　魅力ある公演の選定や効果的なＰＲ方法を考慮し、安定した入場者数を確保することが課題で
ある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

82828282 市民文化市民文化市民文化市民文化祭祭祭祭の開催・の開催・の開催・の開催・運営運営運営運営支援支援支援支援 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】

・市民文化祭の実施
・市民の交流と団体活動の成果発表の機会の充実
・運営委員会の設置及び支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　あきる野市民まつりの一環として市民文化文化祭を実施し、社会教育関係団体等が日頃の学習
活動の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。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、市民と協働で実施した。
　展示の部は６４団体、催し物の部は５６団体、来場者数は３０，２００人である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

課　　題
 催し物の部へ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ことと、展示の部に
ついて、参加者が減少していることが課題。文化祭の更なる活性化を図るため、関係団体や運営
委員会と協議し、手法について検討する必要がある。
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○
○

○

○

評価評価評価評価

ＢＢＢＢ

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】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】

【生涯学習スポーツ【生涯学習スポーツ【生涯学習スポーツ【生涯学習スポーツ課課課課】】】】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

市指定文化財「旧市倉家住宅」の修理を行い、文化財の適正な保存管理を推進します。
五日市郷土館や二宮考古館のほか五日市地域交流センター等を有効活用し、文化財の
公開・活用の充実を図ります。
平成２７年度に「全国地芝居サミット」を開催し、農村歌舞伎や囃子(はやし)などの民俗芸
能の継承を支援し、その振興を図ります。
文化財講座の開催など、文化財関係の情報を提供して市民の郷土学習の支援を推進しま
す。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

　あきる野市制施行２０周年事業として、秋川キララホール及びホール前広場で「第２５回全国地芝居サミットin
あきる野～つなごう地芝居、郷土の心～」を開催し、全国各地より延べ６０００人が来場した。
　また、真照寺の「猿曳駒絵馬」と二宮神社の「算額絵馬」の調査を行い、新たに市の文化財に指定した。
　文化財の公開と活用に関する取組としては、五日市郷土館における「五日市鉄道創業時を振り返って～開業
９０周年～」や古文書をわかりやすく解説した企画展を開催した。また、旧市倉家住宅を公開、二宮考古館にお
ける「全国地芝居サミットinあきる野」や「あきる野市のゆかりの人」などの特別展を実施した。また、二宮考古
館では、毎週土曜日に、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
の市民が文化財に触れる機会を提供した。現在、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
と古文書の調査研究員の高齢化が課題となっていることから、今後においては、後継者の育成を図っていく。
　市民の郷土学習を支援する取組としては、文化財の公開と活用に関する取組で挙げた事業のほか、郷土あ
れこれの第２７号「五日市鉄道からＪＲ五日市線へ－２路線が廃線に－」の発行や東京文化財ウィークの期間
中、普段は見学することのできない国・都指定の文化財を特別に公開してもらい、市民等に郷土歴史を学ぶ機
会を提供した。

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　市内に伝わる有形・無形の文化財の適正な保存を図るとともに、これら貴重な文化財を広く
市民に公開し、活用することによって、先人たちが築いた歴史や文化に対する理解を深め、郷
土愛を育むことができるよう、事業の展開を図ります。

 基本施策 １８ 基本施策 １８ 基本施策 １８ 基本施策 １８ 　文化財の保護と活用の推進　文化財の保護と活用の推進　文化財の保護と活用の推進　文化財の保護と活用の推進
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

83838383 文化文化文化文化財財財財保保保保護護護護の推進の推進の推進の推進 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】

・文化財の収集と適正な保存管理の実施
・収蔵資料等の調査研究の実施
・無形文化財の伝承支援
・埋蔵文化財の調査・保護の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　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、これらの資料のカード化及
びデータ化を図ることができた。
　五日市郷土館では、宮野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。
　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。
　埋蔵文化財包蔵地の問合せが１，００８件、届出・通知が６６件あった。調査は国庫補助事業とし
ての試掘調査を５件行った。また、立会い調査は９件行った。試掘調査によって、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。

課　　題

　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と古文書（近世地方文書）の調査研
究員の高齢化に伴う後継者育成が課題といえる。
　また、軍道紙を伝承していくためには、組織体制の充実と後継者の確保及び育成等を推進する
必要があることから、保存会や関係課と継続的に調整を進める必要がある。
　このほか、必要な手続きをとらずに開発事業を実施している事業者が存在するため、文化財保
護法の遵守についての指導を継続的に行っていく必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

84848484 文化文化文化文化財財財財の活用の推進の活用の推進の活用の推進の活用の推進 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】

・企画展等の開催
・指定文化財の公開の推進
・資料のデジタル化と活用の推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　五日市郷土館では、「五日市鉄道創業時を振り返って～開業９０周年～」や古文書をわかりやす
く解説した企画展を開催した。また、旧市倉家住宅を公開し、雛飾りなどの年中行事展示を行っ
た。二宮考古館では、「全国地芝居サミットinあきる野」や「あきる野市のゆかりの人」などの特別
展を行った。
　両館ともに、指定文化財の価値や特徴を来場者に理解してもらうための公開事業を実施し、二
宮考古館では毎週土曜日に、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が文化財に触れる機会を提供した。
　また、デジタル化した資料を三多摩公立博物館協議会のＷＥＢ展示「多摩の写真」などで公開し
た。

課　　題
　民具等の収蔵施設が不足し、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

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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85858585 文化文化文化文化財財財財の啓発の啓発の啓発の啓発 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】

・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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　平成２７年度においては、郷土あれこれの第２７号「五日市鉄道からＪＲ五日市線へ－２路線が
廃線に－」を発行するとともに、真照寺の猿曳駒絵馬と二宮神社の算額絵馬の調査を行い、年代
や奉納者等を明確にした。
　また、東京文化財ウィークの期間中、１６件の国・都指定等の文化財の公開を行った。この事業
によって、普段は見学することのできない文化財を特別に公開してもらい、市民等に郷土歴史を学
ぶ機会を提供することができた。

課　　題

　市内の残されている文化財については、継続的に調査を実施し、詳細な情報を収集する必要が
ある。
　また、文化財に対する市民の保護意識の高揚を図るための図書発行や、東京文化財ウィークで
公開されていない文化財の所有者に対する協力依頼については、今後も継続して取り組む必要
がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

86868686 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 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】

・地芝居サミットの開催
・芸能保存団体指導・助言
・歌舞伎用具の保管・提供

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　あきる野市制施行２０周年事業として５月２日・３日に秋川キララホール・ホール前広場で「第２５
回全国地芝居サミットinあきる野～つなごう地芝居、郷土の心～」を開催した。全国各地より延べ６
０００人が来場した。
　また、秋川歌舞伎保存会と菅生歌舞伎菅生一座の公演に対して、道具類を提供するとともに、
保存団体が実施する囃子や神楽などの公演や伝承活動への指導・助言を行った。

課　　題
　各保存団体の伝承活動や演技披露の活性化を図るためには、指導・助言やPRを更に推進する
必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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87878787 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 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】
・文化財講座、教室の開催
・市民解説員研修及び社会科授業解説等の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

Ｈ２８ 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ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

　五日市郷土館では、餅つきの体験教室のほか、「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やキララホールとの共催事業によるピアノとフルートのミニコン
サートを行った。
　二宮考古館では、夏休みに子どもたちを対象としたまが玉づくり、アンギンづくり及び土器図鑑づ
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い、親子を含む多くの参加者を得
ることができた。さらに、市内の遺跡の発掘調査を行った担当者による「水草木遺跡」の調査成果
発表会を行った。
　また、幼稚園４園、小学校５校、中学校３校の見学に対して、市民解説員による解説を行った。
 当初予定していた、機織り体験については、協力団体の都合により、実施できなかった。

　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をホームページやチラシ
などを作成してPRを充実させる必要がある。
　また、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。

課　　題

方 向 性

Ⅱ
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○

○
○

評価評価評価評価

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】
　市民サービスの向上など指定管理者制度導入の効果を生むことができるよう、あきる野ルピア及び秋川キラ
ラホールの管理運営状況について定例報告会や点検・評価を実施し、必要に応じて改善に向けた指導・助言
を行った。
　また、電気設備やシャッター、ポンプ等の設備の改修工事、及び老朽化した備品の購入を行った。
　指定管理制度を導入した両施設とも経年劣化等による補修や改修の必要が今後ますます増化すると予想さ
れ、その対応が大きな課題といえることから、計画的な改修が行えるよう、指定管理者との連携を密にして対
応していく。

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】
　現在、秋川体育館、五日市ファインプラザ、市民プールの３施設については、指定管理者に施設の管理運営
を委任している。なお、指定管理者とは、モニタリング調査及び月例会等を行い、市民サービスの向上、幅広
い利用者の獲得に向け、意見交換等実施し効果的な事業の推進を図っている。今後とも指定管理者との連携
を図り、高齢者及び障がい者向けの事業の充実を図るなど、新規利用者の獲得に向け、更なる充実を図って
いく。
　今後の課題としては、施設の老朽化が進んできていることから、引き続き、計画的に設備の改修等を進め、
利用者に安全かつ快適に利用していただけるよう施設の維持管理を図っていく。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

より多くの市民が既存のスポーツ施設を利用し、スポーツを楽しむことができるように、ス
ポーツ施設の整備や附帯設備の整備を進めます。
指定管理者制度により、施設の適正な管理と効率的・効果的な利用促進を図ります。
必要に応じて施設・設備の改修・修繕を進め、市民のより安全で快適な利用を促進しま
す。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

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】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度

 基本施策 １９ 基本施策 １９ 基本施策 １９ 基本施策 １９ 　施設の効率的な管理運営　施設の効率的な管理運営　施設の効率的な管理運営　施設の効率的な管理運営

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　市民が、生涯を通じて文化・スポーツ・レクリエーション活動に親しむことができるように、社
会教育施設等が安全で継続的に利用できるように、適正な管理運営を図ります。
　民間企業の効率性、専門性、ノウハウなどを生かし、施設のより効率的・効果的な管理・運
営を図るため、指定管理者制度の導入を進めるとともに、施設の計画的な改修・修繕を行い、
市民のより快適で安全な利用を図ります。

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

評価基準

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

88888888 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の指アの指アの指アの指定管定管定管定管理者との連携・協力理者との連携・協力理者との連携・協力理者との連携・協力 主管課 生涯学習スポーツ課

・指定管理者制度により施設の適正な管理と利用促進
・空調設備の更新

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　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。自主事業では第1回
あきる野ルピアアンサンブルコンサートを行い延べ２５２人の参加を得た。

課　　題
　更なる利用促進のため､市民対応の向上や利便性の高い施設管理等、改善に向けた指導・助
言を継続して行う必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

取組状況

【２７年度取組内容】

89898989 秋川秋川秋川秋川体育館等体育施設の指体育館等体育施設の指体育館等体育施設の指体育館等体育施設の指定管定管定管定管理者との連携・協力理者との連携・協力理者との連携・協力理者との連携・協力 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】 ・指定管理者との連携と協力

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　指定管理施設である秋川体育館、五日市ファインプラザ及び市民プールについては、３施設の
責任者を定期的に招集し、利用者が満足して施設を利用できるよう管理指導と情報交換を行って
いる。また、市主催事業の開催、指定管理者による自主事業教室やイベントの開催など、指定管
理者と連携・協力し参加者の増加を図った。

課　　題

　施設・設備の老朽化が課題である。引き続き、指定管理者と協議を重ね施設の整備計画を検討
していく。また、市民のニーズにあったスポーツ事業や障がい者を対象とした教室等の取り組みな
ど、指定管理者と連携し協力することで、多くの市民がスポーツに触れることができる機会の増加
を図っていく。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

90909090 学校開学校開学校開学校開放放放放・施設整備事業の推進・施設整備事業の推進・施設整備事業の推進・施設整備事業の推進 主管課
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】 ・整備点検の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　学校開放に伴う整備点検として、定期的に学校を巡回し整備の必要箇所の確認や、備品の補充
確認を行ったほか、夜間照明施設の球切れや整備点検作業を実施した。また、学校及び利用団
体からの報告を受け、簡易な修繕の対応を行った。なお、増戸小学校、五日市小学校及び五日市
中学校のトイレについては、増戸少年野球クラブと五日市少年野球クラブにそれぞれ清掃を委託
している。

課　　題
　学校開放用備品等の老朽化が課題である。利用団体が満足して利用できるよう、引き続き、計
画的に備品等の改修・入れ替え等行っていく。また、利用団体の使用状況に関する学校からの指
摘事項や、近隣住民への配慮など利用団体に対して利用案内の周知徹底を図っていく。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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○
○

○

評価評価評価評価

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

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
ふるさとあきる野に住む青少年の健やかな成長と郷土愛の醸成を願って「青少年善行表彰」を実施し、個人１
４人と６団体を表彰した。
　また、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「親子鑑賞会」を開催し、家族で生の
演奏に触れ、共通の話題を持つ機会を提供したが、参加者数がやや少なかったことから、今後、さらななるＰＲ
を図っていく。
　地域ぐるみで取組む青少年健全育成事業としては、東秋留小学校、多西小学校、草花小学校及び五日市小
学校において、放課後子ども教室を開催し、市内中学生による演劇の披露や市内サークル団体によるスポー
ツ指導等、地域の方々の協力を得て特別プログラムを実施した。放課後子ども教室については、参加者が増
化しており、スタッフ等の確保が課題となっている。今後、地域への更なる呼びかけを行うとともに、学校と連携
して円滑な事業運営を図っていく。
　青少年の自然体験や文化に触れる機会の提供に資する事業としては、ＰＴＡや子ども会、サークル活動、放
課後子ども教室等からの要請を受け、手作り工作やレクリエーション、自然観察教室等の講師・指導者となる
「生涯学習人材バンク」登録者を紹介するとともに、飯盒炊さんやテント張りなど、野外活動に必要となるキャン
プ用品の貸出しを行った。「生涯学習人材バンク」への依頼件数の伸び悩みが課題といえることから、制度のＰ
Ｒを更に図っていく。

　青少年の健全育成は、社会全体の責任であることを踏まえ、家庭、学校、地域はもとより、
民間団体等の社会を構成する組織や個人が、それぞれの役割と責任を果たしつつ、相互に
連携・協力しながら取り組む必要があります。
　野外体験活動など各種事業を通じて、子どもたちに郷土への愛着、自然を敬愛する心、挨
拶や人の話を聴く態度など規範意識を醸成します。また、これらの事業を担う団体等に対して
支援を行い、青少年健全育成の活動を促進します。
　このように、子どもたちが豊かな人間形成を図り、社会の一員として自立するための施策を
進めます。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

青少年に市の自然や文化に触れる機会を提供し、郷土を愛する心を育成します。
各種事業を開催して規範意識の醸成を図るとともに、健全な家庭づくりや地域ぐるみによ
る安全・安心で健全な社会環境づくりを進めます。
家庭の教育力、地域の教育力を更に高めます。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】担当部署　【生涯学習スポーツ課】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

 基本施策 ２０ 基本施策 ２０ 基本施策 ２０ 基本施策 ２０ 　青少年の健全育成の推進　青少年の健全育成の推進　青少年の健全育成の推進　青少年の健全育成の推進

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

評価
Ｈ２６ 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ＢＢＢＢ

生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】

Ｈ２７ Ｈ２８

・青少年健全育成団体の活動の支援

91919191 青少青少青少青少年健全育成年健全育成年健全育成年健全育成団団団団体の支援体の支援体の支援体の支援 主管課

ＢＢＢＢ

　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、青少健等の
野外活動を支援するため、キャンプ用品(飯盒、鍋、テント)の貸出しを行った。

課　　題 　地区間の交流・連携を図ることが課題である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

92929292 青少青少青少青少年健全育成事業の推進年健全育成事業の推進年健全育成事業の推進年健全育成事業の推進 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・青少年健全育成事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

　家族で生の演奏に触れ、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「親子鑑賞会」を開催した。
　また、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い「青少年善
行表彰」を実施し、個人１４人と６団体を表彰した。
　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に実施した「大島・子ども体験塾」つ
いては、全日程を無事に行うことができ、羽村市との参加者並びに大島町の住民との交流が深め
られた。

課　　題
　大島・子ども体験塾については、小学生の応募は多いものの、中学生の応募が少ないことが課
題である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

93939393 地域リー地域リー地域リー地域リーダダダダーの育成ーの育成ーの育成ーの育成 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・地域リーダー育成のための事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＤＤＤＤ ＢＢＢＢ

　羽村市と合同で「大島・子ども体験塾」を開催し、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。あきる野市と羽村市（各市３５人）の参加者が、事前研修及び大島での町民
との交流を体験することにより、人材育成の機会となった。平成27年度は全日程を無事に行うこと
ができ、羽村市との参加者並びに大島町の住民との交流が深められた。事業開始から７年目を迎
え、「大島・子ども体験塾」のリーダーが、地域リーダーとして育つ過程ができてきている。

課　　題 　参加者から「大島･子ども体験塾」のリーダーになる者が少ないため、働きかけが必要である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

76



94949494 放課後放課後放課後放課後子どもプランの推進子どもプランの推進子どもプランの推進子どもプランの推進 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・放課後子ども教室の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

　東秋留小学校、多西小学校、草花小学校及び五日市小学校において、放課後子ども教室を開
催し、市内中学生による演劇の披露や市内サークル団体によるスポーツ指導等、地域の方々を
巻き込んだ特別プログラムを実施した。
　また、放課後子どもプラン運営委員会を開催して実施・運営の検証等を行うとともに、放課後子
ども教室スタッフのスキルアップを図るため、うさぎママのパトロール教室 の武田先生を講師に招
き、子どもの安全な範囲、やパトロールの仕方を学ぶ研修を実施した。

課　　題 　放課後子ども教室の参加者増に伴い、スタッフや見守りボランティアの人材確保が課題である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

95959595 地域の地域の地域の地域の青少青少青少青少年年年年野野野野外体外体外体外体験験験験活動への支援活動への支援活動への支援活動への支援 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・指導者の紹介、キャンプ用品の貸出し等の支援の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　ＰＴＡや子ども会、サークル活動、放課後子ども教室等からの要請を受け、手作り工作やレクリ
エーション、自然観察教室等の講師・指導者となる「生涯学習人材バンク」登録者を紹介した。
　また、飯盒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)の貸出しを行った。

課　　題
　「生涯学習人材バンク」の指導者への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

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

96969696 成人成人成人成人式式式式の実施の実施の実施の実施 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・成人式の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　新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。
　式典は秋川キララホールで実施し、その後、あきる野ルピアホールで「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690人（約７８．８％）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、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。

課　　題
　全対象者数の８割近くの来場者があり、秋川キララホールが満員になった。座席が足りなくなっ
た時の対応が課題である。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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○
○

○

○

評価評価評価評価

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

Ｈ２７

【生涯学習スポーツ課・公民館担当】【生涯学習スポーツ課・公民館担当】【生涯学習スポーツ課・公民館担当】【生涯学習スポーツ課・公民館担当】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

ＢＢＢＢ

Ｈ２７

Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

評価基準

Ｈ２８

A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６

　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

７年間の目標７年間の目標７年間の目標７年間の目標
【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】【長期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度

　家庭教育を取り巻く社会環境が変化する中、教育基本法では行政における家庭教育への
支援の役割が示され、多様化するニーズに対応した支援の充実が求められています。
　市では、地域全体で子どもの学びや家庭の教育力の向上を支えるネットワークを形成し、家
庭における子育ての課題を把握し、情報の共有化を図り、生涯学習事業、公民館事業、図書
館事業及びＰＴＡ活動などを通して、家庭教育の支援を推進します。

３年間の目標３年間の目標３年間の目標３年間の目標
【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】【中期ビジョン】
平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～平成２６年度～
平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

【生涯学習スポーツ課】
子どもたちの豊かな成長を支援するために、「家庭の日」推進事業の充実を図ります。
子どもの健やかな成長と親自身の成長を目指すため、家庭教育学級を始めとする子育て
に関連する各種事業を実施します。また、子育てサークルと関係機関とが情報の共有化を
図り、子育て環境の充実を進めます。
【指導室】
家庭の教育力を向上させるために、関係機関と連携して、「教育フォーラム」の内容を充実
させます。
【図書館】
乳幼児から絵本に親しめるよう、「あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づくブックス
タート事業、子育て講座を始め各種事業を実施することによって、家庭での読書の楽しさを
親子で共有し、読書環境づくりを通して家庭における子育て支援を行います。

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【指導室】【図書館】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【指導室】【図書館】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【指導室】【図書館】担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【指導室】【図書館】

評価基準 A 目標以上に達成できた　B 目標を達成できた　C 一部できなかった　D できなかった

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

 基本施策 ２１ 基本施策 ２１ 基本施策 ２１ 基本施策 ２１

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】

評価年度 Ｈ２６

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

Ｈ２７

評価結果 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２８
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【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】
　家庭の日推進事業として、絵画・作文を募集し、入賞作品の展示会、入賞者の表彰式を実施するとともに、
演劇や子どもの行事に関わりを持つＮＰＯ団体の協力を得て、秋川キララホールで親子鑑賞会を実施した。
　家庭の日の作文審査については、審査員となる教職経験者の人数が少なくなっていることから、今後、審査
方法等について再検討する。また、親子鑑賞会の申込みが定員に満たないため、ＰＲを強化する。

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】
　教育フォーラムに関しては、市PTA連合会と事前の打合せを行い、計画どおりに実施できた。スマートフォン
や携帯電話の適切な使用については、学校だけでは十分な取組は難しいテーマである。市PTA連合会と連携
を図って取り組めたことは、非常に意義があった。
　平成２８年度も、地域・家庭・保護者が協力して取り組んでいきたいテーマを選択し、講師を招聘してフォーラ
ムを行う計画である。

　第二次あきる野市子ども読書活動推進計画に基づき、関係部署と連携しながら、ブックスタートやハッピーベ
ビークラブ等の事業、幼稚園と保育園を対象とした事業、親子で参加できる図書館事業等を実施し、乳幼児期
からの、絵本を通じた親子のふれあいの大切さを伝えるとともに、言葉や絵本に親しむ機会を提供するなど、
読書環境づくりを通して家庭における子育ての支援を進めた。
　親子で利用しやすい図書館の環境づくりとして設置した子育て応援コーナーの活用や、母親どうしのコミュニ
ケーションが図れるよう、乳幼児対象事業終了後の会場開放などの取組を継続して実施し、好評を得ている。
また、図書館ＨＰについても、「子ども読書に携わるみなさんのページ」の充実を図り、情報発信に努めている。
　継続的な取組が重要であることから、今後も継続して事業を実施するとともに、子どもの読書に関する情報
の発信を充実させ、支援を進める。

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スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】
　子どもの健やかな成長を目指し、子育て中の親を対象とした支援事業を実施しているところであるが、参加
者数の伸び悩みが課題であるため、今後、事業内容の見直しを図るなど、更なる事業の充実を図っていく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

97979797 「家庭「家庭「家庭「家庭のののの日」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 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２７年度取組内容】 ・「家庭の日」推進事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　市内に在住または在籍する幼児・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、入賞者の表彰式を実施し
た。
　「家庭の日」絵画・ポスターの審査にあたっては、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１
人、外国人１人)の協力を得ることにより、幅広い視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。
　「親子鑑賞会」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演目の選定ができた。

課　　題
　事業の対象となる子どもがいない世帯の「家庭の日」に対するの認知が少ないため、周知が課
題である。また、鑑賞会については、参加対象が親子であるため、当日のキャンセルが多い。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

98989898 公民館における公民館における公民館における公民館における家庭家庭家庭家庭教育学級等の講座の開催教育学級等の講座の開催教育学級等の講座の開催教育学級等の講座の開催 主管課

生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
スポーツ・
        公民館担当

取組状況

【２７年度取組内容】
・家庭教育学級等の実施及び内容の充実
・子育てサークルと関係機関との連携・協力

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　　自然とのふれあいを目的に、親子を対象とした体験学習を市民解説員と協働で、（「あんま釣
り」参加者１７人）を実施した。

課　　題 　参加者数の伸び悩みが課題である。関係団体・機関とさらなる連携・協力を図っていく。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容

99999999 あきあきあきあきるるるる野野野野市教育フ市教育フ市教育フ市教育フォォォォーラムの開催ーラムの開催ーラムの開催ーラムの開催 主管課 指導室

取組状況

【２７年度取組内容】 ・小中学校ＰＴＡ連合会と共催した教育フォーラムの実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　市ＰＴＡ連合会と共催で、10月10日（土）にグリー株式会社政策企画室安心安全チームマネー
ジャー小木曽健さんを講師に、「ネット被害から子どもを守る」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 　今後もテーマ設定をどのようにするか、市ＰＴＡ連合会との協議をすすめていく。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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100100100100 子育子育子育子育てててて支援事業（図書館）の推進支援事業（図書館）の推進支援事業（図書館）の推進支援事業（図書館）の推進 主管課 図書館

取組状況

【２７年度取組内容】

・ブックスタート事業の継続
・乳幼児対象事業の継続
・親子で来館しやすい環境づくり
・子ども読書活動の情報発信
・図書館ＨＰの子ども読書のページの更新・充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 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ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

　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を進めてい
る。特に、母子保健係との連携では、３～４か月健診時に読み聞かせの大切さを伝え絵本をプレ
ゼントするブックスタート事業、妊娠期のハッピーベビークラブ事業を実施。また、子ども家庭支援
センターとの連携による子育て講座の開催などにより、乳幼児期からの絵本を通じた親子のふれ
あいの大切さを伝えた（ブックスタート：24回実施、ブックスタートパック577セット配布。ハッピーベ
ビークラブ：８回、延べ134人、子育て講座：６回実施、延べ84人）。
　幼稚園と保育園を対象に、団体貸出（７団体、延べ1,525冊）や、園児の来館に合わせて絵本の
読み聞かせを行う「えほんの広場」や、映画会を実施した（絵本の広場：９回、延べ175人、映画会：
３回、延べ29人)。また、新たに保育園への出張読み聞かせや、来館して人形劇を鑑賞する事業も
実施した（出張読み聞かせ：1回、延べ14人、人形劇：２回、延べ38人)。
　乳幼児対象の事業では、親子で参加できる「ひよこのおはなし会」などを実施し、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：30回、延べ451人、ひよこのおはなし会：30回、延べ
353人）。
　親子で利用しやすい図書館の環境づくりとして、中央図書館１階の児童開架室に設けた子育て
応援コーナーを活用し、子育てに関係する本や子育て雑誌を一緒に展示するなど、継続した取組
を行っている。また、乳幼児対象事業の終了後には会場を開放し、絵本や布絵本を見てもらった
り、母親どうしのコミュニケーションが図るれるよう、各館での取組を進めた。
　図書館ＨＰに関しては、「子ども読書に携わるみなさんのページ」にブックスタートや乳幼児への
読み聞かせのページを追加した。また、全体的に見やすいように修正・更新し、情報発信に努め
た。

課　　題
　ブックスタート事業は、出生数の低下により対象者が減少している。
　更なる成果の向上のため、健診時間の合間の活用について検討する必要がある。

方 向 性

Ⅱ
Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　　Ⅳ：事業を廃止

変更
内容
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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）））） 

 

本年も去る７月、平成２７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、重点施策を中心に意見を述べます。 
 

○いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦 
 

いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦では、「いじめ基本方針」を策定し、その方針に基づいて、

各学校のいじめ防止対策を充実させます、として、具体的な数値目標を掲げている。いじめ

に係る認知件数は、平成２５年度から２６年度にかけて大幅に減少しているが、２７年度は

さらに減少となった。いじめ防止については、平成２５年度に対策推進法が整備され、それ

を受けて本市でも、昨年３月に条例が施行されている。この法整備に合わせるかのようにい

じめが少なくなっていることは、学校や関係機関の努力が実ってきていると見るべきであろ

う。ただ、これからの問題は、課題の中で述べられているように、学校生活以外のいじめが

ラインなどの SNS を使って起きていることへの対応であろう。新聞などを見ても、SNS に

よるいじめが、ここ数年で全国的に急速に増加しているという。子どものスマートフォン利

用を親御さんがどうチェックするかということに絡んでくる。SNSによるいじめは、把握の

難しさとともにより閉鎖的であり、より陰湿化し、より深刻化していくと言われている。こ

の対策に、学校現場が遅れないように先生方の日ごろの努力をお願いしたい。 

また、不登校対策についても、不登校児童・生徒数が前年度の６３名から２７年度は５６

名と減少している。さらに、せせらぎ教室の在籍児童・生徒数も前年度の３２名から２７年

度は２４名に減少している。このようにいじめ防止、不登校対策、適応指導に関し、いずれ

も前年を上回る成果を出している。これは評価すべきことである。なぜこのように成果が上

がってきたのか、このことをさらに分析することによって、来年度の成果も期待できるもの

と考える。 
 

○学力向上対策の強化 
 

本当の学力とは何なのであろうか。私にはうまく分からない。文科省はかつての「ゆとり

教育」を見直しし、「確かな学力」を通して「生きる力」を身につけると言っている。本市の

教育基本計画の７年間の長期ビジョンでは、「変化の激しい社会を生き抜くためには、基礎

的・基本的な知識・技能を確実に身に付け、それらを活用して、課題を解決するために必要

な思考力、判断力、表現力などの能力とともに、主体的に学習に取り組む態度を身に付ける

こと」と表現しているが、これが本市のめざす「学力」と理解したい。 

小学校５年生、中学校２年生で実施する東京都の学力調査「児童・生徒の学力向上を図る

ための調査」によると、小・中とも下位層を占めており、いい成績とは言えない。小学校６

年生、中学校３年生で実施する全国学力・学習状況調査では、中学校ではほぼ東京都の平均

並みになりつつあるが、小学校では東京都よりも低く、課題があるとしている。しかし、中

期ビジョン評価では昨年度の D評価から、B評価となっている。この原因は評価の方法に問

題があると思う。目標が数値化されているので結果がはっきりしており、今後、評価方法の

改善を望む。 
 

○特別支援教育の推進 
 

本市の特別支援教育の現状は、２７年度末現在で、在籍している児童・生徒数は２３７名

であり、さらに各学校が巡回相談を通して、特別な支援が必要だと考えている児童・生徒は
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４８１名となっている。これらに対して先生方が、特別支援推進計画に基づき、「個別指導計

画」を作成して対応している。これに対して、「特別支援教育の推進体制の強化」では、小学

校特別支援教室について、平成２８年度の１０校中５校での開設に向けての準備ができたと

A評価である。「また、「巡回指導による学校等の支援の充実」では、小中全１６校を対象に、

延べ１０３回実施しており、また、就学前の状況を把握するため、市内すべての幼稚園・保

育園に複数回訪問しており、ここも A 評価となっている。「小中学校の特別支援教育体制の

充実」でも A評価である。課題として、小中一貫教育の推進に基づき、小中連携の視点で特

別支援教育体制づくりを進めていく、としており、今後のさらなる充実が期待できる。この

ような成果を上げていることは、小中学校の先生方や関係者の皆様の不断のご努力によるも

のであろう。

○教育の機会均等などの確保

「遠距離通学に対する支援」では、遠距離通学費補助金、小宮地区、戸倉地区への路線バ

ス、スクールバスでの対応も計画通りできており、よかったと評価している。ただ、小宮地

区の対象児童数の変動で、スクールバスの運行を検討する必要があるとしているが、従前の

サービスを維持するよう望む。旧小宮小学校、戸倉小学校が五日市小学校へ統合されて、そ

れぞれ４年、３年と経った。現在、五日市小学校の小宮地区の在籍者は１５名、戸倉地区は

２２名である。小宮地区は今後減少傾向にあると言われる。学校はなくなったが、子どもた

ちはいるので、学校教育での機会均等などの確保は当然のこととして、これらの地域での青

少年健全育成事業などに、多くの児童・生徒が参加できるよう、施策の充実を望む。

○生涯学習活動の推進

２７年度の生涯学習活動は、ほぼ順調に行なわれたと判断している。生涯学習推進計画学

びプランⅢを策定するとともに、寿大学の開催も順調で、応募者が多すぎて、秋川校・五日

市校ともに、席数に余裕がなく、今後、申し込みの受け入れ体制や会場等について検討する

必要があると、課題を出している。

さて、厚労省の発表では２０１５年の世界の平均寿命を見ると、日本は、男性が

８０．７９歳で４位。女性は８７．０５歳で２位となっている。日本の高齢化率を見ると、

最近の国勢調査では、全国で２６．７%、あきる野市で２８．０%である。本市の平成２２年

の高齢化率は２２.８%であるから、ここ５年間で５ポイント以上上がっていることになる。

ちなみに私の住んでいる乙津自治会では４７．３%で、数字の上からだけで見ると、５０%

の限界集落に近くなっている。地域別では小宮地区の高齢化が著しい。このような地域の高

齢者が、生きがいをもって元気に長生きするために、福祉施策の充実とともに、生涯学習活

動の必要性をつくづく感じる。私の住んでいる小宮地区は、過疎化、高齢化が著しい。でも

市民は一生懸命生きている。そこで小宮地区、あるいは隣の戸倉地区などを会場として、年

に一度でもいいから各種講座や、応募者が多すぎて会場などの検討が必要とされている寿大

学の実施などは考えられないものか、検討していただきたいと思う。

○最後に

今回の点検評価では、評価方法などで疑問点がいくつかあったが、大事なことは、評価者

である教育委員会事務局の部課長が、スムーズに作業できるように変えるべきところは変え

ていってほしい。そして、市民に解りやすい評価方法にすべきである。
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三浦佐三浦佐三浦佐三浦佐知知知知子子子子（（（（社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員）））） 

 

平成２７年度は、あきる野市教育基本計画第２次計画の２年目となりましたが、中期ビジ

ョンの評価手順が前年と変わり、各施策の事務事業の取組内容の取組状況評価（A～E まで

各数値化）の平均値を数値表に充てはめたものが中期ビジョンの評価となりました。中期ビ

ジョンの評価は８割以上の基本施策が「目標を達成できている」と評価されております。報

告書の内容とヒアリングでの担当課の説明内容の確認作業を終えて、この点検評価は適切と

思われ、事務事業が適切に執行されていると思います。 

以下、重点施策を中心にいくつかの施策について意見を述べさせていただきます。 
 

（１）いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦 
 

平成２７年度は、前年度に比べいじめ件数はさらに減り、前年度より４件減少の１０件 

（１０件の案件はすべて解消。この１０件のいじめの中にはＳＮＳによるものも一つ含まれ

ている、とのことでした）。不登校も前年度は６３件でしたが５６件と減少しています。これ

らの数値の減少は、この施策に対する取組の成果の現れだと思います。 

平成２７年度は、いじめ防止対策推進条例のリーフレットを作成し、市民に周知したこと

や、継続して実施している「いじめについて考える日」や、「いじめをなくそう子ども会議」

などの児童・生徒が主体的にいじめをなくすための取り組みに力を入れていることも成果と

なっていると思いますが、道徳授業の充実や小中一貫教育が推進され小学校と中学校で一貫

したいじめ対策を実施していることも成果に繋がっているのではないでしょうか。 

また、表に現れにくいＳＮＳを使ったいじめに関しても、平成２８年度にはＳＮＳあきる

野ルールを策定し、ネットいじめの未然防止を図る取組が行われます。ネットいじめの把握

は難しいと思いますが、今や生まれながらにスマートフォンがある世界にいる子ども達に 

とって、ＳＮＳによるいじめは今後の重要な案件です。「基本施策２１家庭教育の支援」の取

組の教育フォーラムでは、「ネット被害から子どもを守る」というテーマで大変有意義な講演

会が開催されました。家庭・学校・地域の連携強化に尽力されている担当課の姿勢がうかが

われます。何か問題が起きた時には、児童・生徒が一人で問題を抱え込まず、周囲に打ち明

け相談できる環境が整うよう、日頃から児童・生徒、保護者、先生、カウンセラー、地域、

その他関係者との連携を強化し、さらなる信頼関係の構築を期待します。 
 

（２）豊かな人間性を育む教育の推進 
 

人権教育、道徳教育、キャリア教育、栗原市交流事業、環境教育、図書館インターシップ

事業どれも計画通り実施されています。中でもキャリア教育、栗原市交流、環境教育はあき

る野市の特性も取り入れて展開できた事業ではないでしょうか。 

人は他者との関わりの中で自分の様々な役割や価値を見出していきます。人の役に立つ、

人に感謝してもらえるということは、社会に認められるということに繋がり、自己肯定感が

高まり、自他共に大切にできる豊かな心が育めると思います。この「豊かな人間性を育む教

育」が「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」にも大きく関わっていると思います。 

また、最近キャリア教育という言葉をよく耳にするようになりました。「自分のキャリアプ

ランを考える、将来の自分を考える」ことは中学生にとってはなかなか難しいことと思いま

す。自分の強みを見つけ、将来の自分の望む姿を思い描くことができれば、現在の学習も意

欲的になり、自らのモチベーションを高め行動に移すことができ、その経験から得られるも
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のは大変価値のあるものと思います。現在行われているキャリア教育が生徒にとって、動機

付けとなる意味あるものとなるよう、さらなる充実を期待します。 
 

（３）学力向上対策の強化 
 

学力向上に向けた取組として、平成２７年度は都の学力ステップアップ推進地域指定事業

を受け、一人一人への手厚い支援、補習の充実を徹底して行っています。その結果、児童・

生徒の意識調査で７割が「授業がわかる」と回答しています。東京都の学力調査結果は中期

ビジョンの目標値（調査別平均正答率を下回る児童・生徒の割合を５０％以下にする）には

至っていませんが、子どものやる気を引き出し、結果が出るまでにはある程度の時間も必要

ですし、家庭環境も大きく関係してきます。学力調査だけが学力向上の指針ではありません

が、平成２７年度の基礎学力向上対策の取組の成果が、来年度以降の学力調査結果に結びつ

くよう期待します。 
 

（４）特別支援教育の推進 
 

本市では、平成１６年度から他区市に先駆け、国や東京都と連携を図りながら、特別支援

教育コーディネーターの複数指名や巡回相談の充実等、特別支援教育の体制整備を進めてき

ました。平成２７年度には「あきる野市特別支援教育推進計画」を策定し、その計画に基づ

き充実した取組ができています。特別な支援を必要とする児童・生徒の自立や社会参加に向

け様々な取組が成されており、そのご尽力に感謝いたします。 

この報告書が手元に届いた７月に、相模原の障害者施設で入所者１９人が殺害されるとい

う戦後最悪の殺人事件が起こりました。障がいのある方をターゲットにした大変痛ましい事

件でした。この犯人のような考えを持っている人間は極めてまれではあると思いますが、障

がい者や特別な支援が必要とされる方に対する地域社会への理解が益々進むことを願います。 
 

（５）生涯学習活動の推進 
 

本市では、学習の場や機会の充実、市民が学習成果を活かす「知の循環型社会」の実現に

向けた取組を進めてきました。平成２７年度は生涯学習推進計画の改定を行い、「生涯学習推

進計画学びプランⅢ」を策定されました。NHK 学園、生涯学習コーディネーターの会、そ

の他団体等と連携協力し、市民のニーズに対応した講座等の実施や、寿大学の事業の充実な

ど様々な取組に力を入れられています。 

また、学習活動で多くの市民が利用する図書館の各事業の取組は、社会状況を踏まえ、乳

幼児から大人までを対象とした市民のニーズに対応し、益々洗練されてきています。 

電子書籍については、国立国会図書館の電子化資料送信サービスが導入され、利用資料の

増大が図られました。次年度からはWi-Fiの導入検討もされています。そして五日市図書館

の開架資料に対する ICタグ化が終了したことで、中央図書館・東部図書館エルと合わせて３

館の開架資料 ICタグ化を終了し、利用者サービスが向上されました。障がい者サービスにも

力を入れられボランティアの養成や録音書籍の DASY化の取組も進んでいます。ブックス 

タート、親子で楽しめるお話会、読み聞かせ活動、ビブリオバトルも本に親しみを持ち、本

の楽しさを知るきっかけとして今後も是非続けてほしい取組です。ヤングアダルト世代の貸

し出し利用が依然として低いようですが、今の中・高校生は学校の勉強、受験勉強、部活動

と大変忙しい毎日を多くの子が送っています。そしてそのような彼らの読書を妨げる最大の

敵はスマートフォンやゲームなのではないでしょうか。手元から簡単に膨大な情報や楽しみ

を手に入れられる環境では、なかなか「図書館で本を借りよう」と思えないのかもしれませ
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ん。しかし、乳幼児期～小学生の間で読書に触れ、読書の楽しみを身体の残しておくことで、

ヤングアダルト世代を過ぎ、自分の人生の方向性を見つけ出す時に自分で読むことの価値を

見出し、「読書をしよう」という気持ちになっていくような気がします。 

多くの事業への取組で多忙ななか、確実に事業を達成されていることを評価します。 
 

（６）スポーツの推進 
 

ここ数年、平均寿命と共に健康寿命が取り上げられるようになりました。「平均寿命―健康

寿命」の差が少ないほど充実した人生を送れる…となるようですが、本市では健康寿命の引

き上げと健康に対する意識向上を図るため、講習会を開催し前年度と比べ多くの参加者があ

りました。競技性のあるスポーツだけでなく、健康づくりや介護予防トレーニング等も 

スポーツと位置づけ取り組まれている成果だと思います。本市の健康寿命は都内第１位とい

うことですが、健康寿命が延伸することで、生涯学習活動の充実は大切なものとなります。

今後の取組にも期待します。 

 

全体を通して、報告書に記されている課題のなかで、昨年度と同様の課題が出てきている

取組が何箇所かありました。前年度に課題を見つけて方向性を出しているのであれば、それ

に対し何らかの対策を講じ行動を起こすことになります。そしてその課題がクリアされるか、

または新たな課題が発生するかだと思いますが、まだ基本計画第２次計画の２年目であるこ

とや、その課題が淘汰されて解決に至ることが難しい状況のものがあったとしても、前年度

と同じ課題が取り上げられるのは課題解決に向けての意識の低下が少なからずあるのではな

いか、と感じました。しかしながら、社会が激動する今の時代、教育改革もいろいろ進めら

れるなかで、多岐に及ぶ課題に対して多くのことに迅速に対応されていることを評価し、心

から感謝申し上げます。 
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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２６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、所管する施策に基づき実施した事務事業について点検及

び評価する。 

(2) 第４条第１号の点検及び評価の結果を踏まえ、教育委員会事務局の部長級及び課長級

職員は、事務事業及び施策の取組状況について評価を行う。 

(3) 第４条第１号及び第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、第４条第１号及び第２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、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とし、

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ことができる。 

(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。  

この要項は、平成２７年８月３１日から施行する。  

この要項は、平成２８年６月１日から施行する。  

 




