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Ⅰ はじめに
「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、
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
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２９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。

Ⅱ 点検及び評価の基本方針
１ 目的
(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する。
(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、市民に公表し、市民に
に対する説明責任を果たす。

２ 定義
用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 点検 個々の施策及び事務事業の取組状況や成果について、取りまとめることをいう。
(2) 評価 個々の施策及び事務事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の方向性を
示すことをいう。

３ 点検及び評価の対象
平成２９年に策定した「あきる野市教育基本計画（第２次計画）後期実施計画」における、教育委員会の所
管となる２１項目の基本施策及び１０１の事務事業を点検と評価の対象とした。

４ 点検及び評価の実施方法
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。
(1) 事務事業
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）後期実施計画」で示す事
務事業の平成２９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、課題の抽出と
取組の方向性を示し、次の基準により事務事業ごとに評価した。
◎平成２９年度 取組内容の取組状況の評価基準 ◎今後の取組ヘの方向性の評価基準
取 組 状 況
取 組 の 方 向 性
段階
段階
計画以上にできた
A
Ⅰ 事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施
計画どおりできた
B
Ⅱ 事業を計画どおり実施
概ね計画どおりできた
C
Ⅲ 事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施
一部できなかった
D
Ⅳ 事業を廃止
できなかった
E
(2) 基本施策
（１）事務事業の点検及び評価結果を踏まえ、教育委員会事務局 の部長及び課長級職員は
対象となる基本施策の進捗状況について「４年間の目標(中期ビジョン）」を基に検証し、基本施策
に対する今年度の成果と課題及び今後の方向性を示した。また、各施策の事務事業に対する評
価の平均を次の基準に当てはめ評価した。
◎平成２９年度 ４年間の目標（中期ビジョン）に対する評価基準
取 組 状 況
段階
目標以上に達成できた
A
目標を達成できた
B
一部できなかった
C
できなかった
D
(3) 点検評価有識者
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名の方からご意見をいただいた。
三浦佐知子 氏
社会教育委員
中村 正美 氏
元東京都市町村職員研修所特別講師
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Ⅲ 教育目標、基本方針及び基本施策
１ あきる野市教育委員会 教育目標

「人が育ち 人が輝く 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

２ あきる野市教育委員会 基本方針
基本方針１

人権尊重と社会貢献の精神を育む教育の推進

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

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

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３

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

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。

基本方針４

家庭、学校、地域の連携・協力の強化

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。
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３ 施策体系図
取 組 目 標

施策
番号

基 本 施 策 （◆は重点施策）

1 いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦◆

「生きる力」を育む学校教育の推進

2 豊かな人間性を育む教育の推進

【取組１】

3 国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進

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

4 子ども読書活動の推進
5 学力向上対策の強化◆
6 体力向上・健康増進に向けた取組

【取組２】
多様な教育的ニーズに対応した教育を
提供する

7 特別支援教育の推進◆

【取組３】

8 特色ある学校づくりと学校運営の改善

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

9 教員の資質・能力の向上

【取組４】

10 学校施設・設備の整備

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

11 教育の機会均等などの確保
12 学校安全安心対策の強化

【取組５】
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

生涯学習・文化・スポーツの振興

13 学校支援体制の強化
14 教育情報の提供

15 生涯学習活動の推進◆

【取組６】

16 スポーツの推進◆

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

17 文化の振興
18 文化財の保護と活用の推進
19 施設の効率的な管理運営

【取組７】
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

20 青少年の健全育成の推進◆
21 家庭教育の支援
22 幼児教育の推進
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Ⅳ 平成２９年度分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

平成２９年度分 事務の執行状況の点検及び評価
基本施策 １

いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

○ 「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。」、「時には生命又は身体に
重大な危険を生じさせうることもある。」という危機意識を徹底させ、各学校のいじめ防止対策
を充実させます。
○ 全ての教員が「いじめ防止対策推進法」、「あきる野市いじめ防止対策推進条例」「あきる野市
いじめ防止基本方針」を理解し、それに基づいていじめを早期に認知し、被害児童・生徒に寄り
添った対応と加害児童・生徒への指導及び集団指導がなせる能力を組織的に育成します。
○ 学校の校務分掌に位置付けられた「いじめ問題対策委員会」や「校内支援委員会※」等の組織
が、有効に機能を発揮できるようにしていくとともに、教育相談所※や適応指導教室※等の関係
機関との連携・協力を一層深めさせていくことで、いじめ・不登校の対策を強化します。
○ 教員のいじめ防止対策に対する意識を高めます。
○ 新たな不登校の発生を抑えるとともに、児童・生徒の学校復帰を目指します。
○ 児童・生徒が発達段階に応じていじめについて考え、発言し意見交換をする場を設けることで
主体的にいじめ防止に取り組む環境づくりを行います。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【指導室】
評価
【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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
新たな報告様式を定めるとともに、いじめ防止対策推進法の規定に基づくいじめを認知した場合及び重大事態が
発生した場合には、各学校から報告をするよう徹底した。各学校において「いじめ問題対策委員会」や「校内支援委
員会※」が機能して早期対応を進めたため、平成２９年度において重大事態は発生しなかった。また、「軽微ないじ
めも見逃さない」等いじめの正確な認知・対応を行うため、「いじめ総合対策【第２次】」（平成２９年２月 東京都教
育委員会）や「いじめのサイン発見シート」を配布し、活用について指導･助言することで教員の対応力を育成でき
た。
月１回のいじめについて考える日や学期に１回のいじめの授業、また年１回の「いじめをなくそう」子ども会議※を
実施することで、児童･生徒が主体的・能動的にいじめ問題の解決に向けて考えられるようにした。
不登校児童・生徒への支援を充実させるため、教育相談所※、適応指導教室※、スクール・ソーシャルワーカー※が
連携し、個に応じた支援を行った。その結果、なかなか学校と連絡が取れなかった児童･生徒が関係諸機関につな
がるケースがあった。一方で、不登校児童・生徒の人数が増えたことは課題である。
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○ 事務事業の点検及び評価
いじめ防止対策の強化
1

指導室
・あきる野市いじめ防止対策推進条例・あきる野市いじめ防止基本方針に基づく
いじめ問題対策連絡協議会の開催等の対応の充実
【２９年度取組
・教員向けの担当者会や研修会等の実施
内容（目標）】
・市が主体となったいじめ撲滅に向けた、いじめをなくそう子ども会議※等の啓発活
動の実施
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

取組状況

課

題

児童・生徒が主体となっていじめ防止に取り組む意欲を育成するため、７月に「いじめをなくそう」子ど
も会議を開催し、「互いに『思いやり』のある温かい学校生活づくり」にむけて、中学校区で統一して取り
組んでいきたいことについて協議させた。
いじめ問題対策連絡協議会は、７月と２月に２回開催した。協議会では、家庭・地域へのいじめ撲滅
への啓発に向けた本市の取組や、児童･生徒心理テスト（I-check）からみられる本市の児童・生徒の
特長について報告した。また、生活指導主任会と合同で実施したいじめ問題対策担当者連絡会では、
「軽微ないじめも見逃さない」等いじめの正確な認知・対応を行うため、いじめ総合対策【第２次】の「い
じめの防止等の対策を促進する六つのポイント」について研修を行った。
いじめ※を苦にした「生命にかかわる事故」は、全国的には根絶していないことに気付かせ、教員のい
じめ対策に対する意識を継続させる。
Ⅱ

方向性

2

主管課

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
主管課
学校における教育相談体制の充実
指導室
・学校いじめ防止対策委員会を定期的に開催
・校内支援委員会※における特別な支援を必要とする子どもへの定期的な指導方
針の検討
・いじめについて考える日を設定、年間３回程度いじめ問題についての授業を実
【２９年度取組
施
内容（目標）】
・長期欠席児童・生徒の個人票を活用
・保護者への学校のいじめ問題や不登校※対策の取組についての情報提供の充
実
・校内研修において、いじめ問題・不登校対策についての研修会を実施
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

全校が学校いじめ対策委員会を校務分掌に位置付けて全職員に周知し、スクールカウンセラー※等
と連携した組織的な対応を行うよう指導した。学校は、いじめ問題対策委員会においてもスクールカウ
ンセラーを積極的に活用し、いじめ撲滅に取り組んだ。
取組状況 全校が校内支援委員会を校務分掌に位置付けて、特別な支援を要する児童･生徒への適切な指導
について検討した。特に、特別な支援を要する児童･生徒がいじめの対象になりやすい傾向があること
を踏まえ、指導･支援の在り方について、教職員間での共通認識を図るよう工夫した。
学校が「学校いじめ防止基本方針」を改訂してホームページ上に公開するとともに、全教職員がいじ
め防止に向けた指導を徹底するよう、校長会、副校長会、生活指導主任会、いじめ問題担当者連絡会
などの機会を活用して指導した。
「『いじめ総合対策』に示された取組の進捗状況の検証、評価及びいじめ防止等の対策を一層推進
するための方策について（最終答申）」に基づく報告を徹底するようにした。いじめの認知件数の総計
は１４９件（昨年度３７件）となった。教職員が積極的な認知を行うことでいじめが早期発見されるように
なり、軽微な案件が多く見られた。
不登校対策としては、これまでの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加え、スクールソーシャルワーカー※事業も実施し、不登校対策
の充実を図ったが、不登校件数は８３件（昨年度６１件）と前年度に比べて増加した。
各校においては、月１回いじめについて考える日を設定して児童･生徒を指導するとともに、教員の
研修会を年間計画に位置付け取り組んだ。また、年間３回程度いじめ問題についての授業を実施し
た。
課

題

スクールソーシャルワーカーを有効に活用し、不登校児童･生徒の家庭等へのアプローチを積極的に
行うことで、不登校児童・生徒の改善を図る。
Ⅰ

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
増員したスクール･ソーシャルワーカーを効果的に活用する。
内容
5

3

主管課
学校と教育相談所※との連携体制の充実
指導室
・関係部署と連携した教育相談所でのカンファレンス※の実施
・スクールカウンセラー※やスクールソーシャルワーカー※と情報共有することで、
【２９年度取組
当該児童・生徒や保護者に寄り添った相談活動の一層の充実
内容（目標）】
・児童・生徒、保護者、学校からの電話相談や通所相談に対する適切なニーズ把
握及び丁寧な対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

取組状況

生活指導主任会及びいじめ問題担当者連絡会兼教育相談担当者連絡会にスクールカウンセラーを
参加させ、本市の児童･生徒の状況について協議・情報交換を実施した。
教育相談所、適応指導教室※、子ども家庭支援センターとの間で定期的なカンファレンスを年１０回実
施し、情報共有を図るとともに、一人一人の児童・生徒に対するより良い指導の在り方について検討し
た。
学校の要請を受けてスクールソーシャルワーカーを派遣し、児童･生徒やその環境に応じて関係諸機
関へつなげられるようにした。
教育相談所の電話相談件数は昨年度より３件減の１５２件、通所相談件数は８件減の１，５２８件だっ
た。３学期に臨床心理士の勤務事情が変わったために対応件数は減ったが、相談者のニーズに応じ
た丁寧な対応ができた。

スクールソーシャルワーカーの体制を強化するために３人体制にする。３人が円滑な活動が展開でき
るようにするとともに、３人のスクール・ソーシャルワーカーの活動を指導室が確実に把握できるように
する必要がある。
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
Ⅰ
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
変更
増員したスクール･ソーシャルワーカーを効果的に活用する。
内容
主管課
学校と適応指導教室※との連携体制の充実
指導室
4
課

題

【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

・適応指導教室、教育委員会、関係諸機関との連携を図るための連絡会の実施
・学校との連絡を密に取ることで、在室者一人一人の実態に応じた指導の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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
多様化する児童・生徒の実態に応じて計画的に指導を進めていくことで、平成３０年３月末の在籍児
童・生徒４１人のうち、中学３年生１４人がそれぞれの進学先を決定することができた。（１人は就職）
また、小学６年生１人が市内の中学校に進学し、１人が他校に転学した。
進級したことを契機に在籍校復帰した児童・生徒が８人おり、平成３０年４月１日現在では、在籍児
童・生徒数は１６人（３９％）となった。

課

題

長期間の体験で通室する児童･生徒がいる。入室システムの整理が必要である。
学校と適応指導教室が、在籍校に復帰したときに学習面・生活面の両面において困らないよう、在籍
校との連絡会を適切に開催していくよう指導していく。
Ⅱ

方向性

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施
Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施

変更
内容

6

Ⅱ：事業を計画どおり実施
Ⅳ：事業を廃止

基本施策 ２

豊かな人間性を育む教育の推進

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【指導室】
○ 各校の人権教育の取組を相互に交流させることなどを通して人権教育の充実を図るとともに、
様々な個別の人権課題、新たな人権課題などについても取り上げていくことで、子どもたちの
人権意識を育て、また、人権感覚を磨きます。
○ 「特別な教科 道徳※」を実施するとともに、各学校における「特別な教科 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推進することを通して、児童･生徒の
心の成長を促します。
○ 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※を充実させ、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、学校・地域・家庭
が一体となった道徳教育を目指します。
○ 各校や中学校区のキャリア教育※の成果を基に、小中９年間を見通したキャリア教育の一層の
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、コミュニケーション技能等の育成を図ると
ともに、他地域の同学年の生徒と友好関係を深めることなどを通して、豊かな人間性を育てま
す。
○ 家庭、学校、地域及び関係機関との連携し、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。
○ 道徳の教科化に向けて授業や評価の在り方、教材の選定など、教員の人権感覚を磨きつつ準
備を進めます。
【図書館】
〇 図書館インターンシップ事業※により、自らの適性を考え働くことへの関心を高める機会を提供
するとともに、主体的な活動ができるように取り組みます。
〇 スタッフや利用者と関わることにより、社会に出るための知識・技能の習得と他者を思いやる豊
かな心の育成に努めます。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【指導室】【図書館】
評価
【指導室】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【図書館】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ａ

Ｈ３０

7

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
【】
人権教育※の推進に向け、他地区と連携して研修の充実を図り、各校の教育活動に反映させた。また、人権課題
の一つである性同一性障害者や性的指向に関わる内容について、養護教諭部会で取り上げるなど、本市独自に
研修を深め、人権に配慮した教育活動ができるように取り組んだ。
小学校「特別の教科 道徳」の実施に向けて適正に教科用図書の採択が行われるよう、専門的な調査･分析を行
うとともに、採択事務も慎重に行った。また、道徳主任会において講師を招へいした研究授業や評価の在り方に関
する研修を実施した。
道徳授業地区公開講座※では、各校がテーマをもって開催するなど、地域との連携に向けて工夫した取組が見ら
れた。
友好姉妹都市栗原市交流事業は、生徒会交流と野球部による部活動交流を計画的に実施することができた。
環境教育※は、全小学校で小宮自然体験学校を活用した取組を行うとともに、環境月間には、各校の実態に応じ
た取組を行った。
【図書館】
職場体験※やボランティアの受け入れの場を拡大したことで、働くことの意義について理解を深めるとともに、社会
の一員であることを実感し、思いやりの心や、人と人との関わりのなかで共に物事を進めていく喜びや充実感を体
得できる機会を多くの人に提供することができた。
特に、利用者にサービスを提供することで、誰かのために役にたてたという実感や感動は自己肯定感にもつなが
ることから、人格形成に大きく寄与している。
このように、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、体験者には多岐に
わたる体験機会を提供することが望ましい。このため、限られた時間ではあるが、今後も体験内容を充実させ、継
続して成果の向上を図る。

○ 事務事業の点検及び評価
人権教育※の推進及び啓発
5
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

指導室

・人権教育推進委員会等を通して、各学校における人権教育の指導を推進
・教員向けの研修会等の実施
・各学校における全体計画、年間指導計画に基づく指導の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

年２回の第６ブロック連絡会では、「子供の虐待～学校の役割～」というテーマで大正大学の玉井邦
夫教授からの講演を受けた後、人権教育推進のための取組について情報交換を行った。また、他地
区の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理解
を深め、各校にその成果をもちかえった。
年１回の本市独自の人権教育推進委員会では、全校の全体計画・年間指導計画を参考に、各中学
校区で９年間を見通した人権教育の指導について協議し、次年度に向けた自校の全体計画・年間指
導計画の改善の視点をもたせた。
五日市中学校の人権教育研究指定校の取組を支援し、他校にその取組を広げる。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課

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

8

6

道徳教育の推進

主管課

【２９年度取組
内容（目標）】

・道徳主任会の実施
・道徳授業地区公開講座※の充実
・教員向けの研修会等の実施
・各学校における全体計画、年間指導計画に基づく指導の実施

評価
取組状況

課

題

7

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

平成２９年度に小学校「特別の教科 道徳」の教科用図書が採択された。教科用図書を活用した授
業の実践の在り方を検討する。また、児童・生徒の心の変容等を適切に見取り、評価していく方法につ
いて検討する。さらに、あきる野市の生徒の実態にあった、中学校「特別の教科 道徳」の教科用図書
が平成３０年度に採択されるよう、適正な手続きと専門的な調査･研究を行った資料を教育委員会に提
供する。
平成３０年度東京都道徳教育推進拠点校である東中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。
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
キャリア教育※の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ３０

年間４回の道徳主任会を実施し、「特別の教科 道徳※」の実施に向けた研究を行った。第１回では、
「特別の教科 道徳」の先行実施におけるポイントについて、東京都の資料を活用して研修を行った。
第２・３回の道徳主任会では、東京都道徳教育推進拠点校である五日市中学校及び五日市小学校の
道徳の授業をそれぞれ参観し、「特別の教科 道徳」の実施に向けた協議を行うとともに、明星大学講
師 岩木晃範 先生からの指導を受けた。第４回は「特別の教科 道徳」の評価の考え方・進め方につ
いて、東京都の資料を活用して検討した。
市内全校において、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。

Ⅱ
方向性

Ｈ２９

指導室

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・キャリア教育担当者連絡会や進路指導主任会の実施
・職場体験※における受け入れ事業先との連携強化
・教員向けの研修会等の実施
・各学校における全体計画、年間指導計画に基づく指導の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

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、「適正な評価・評定」及び「キャリア教育の理解と推進」について研修
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１１４事業所（前年度１２８事業所）で、３日間の職
場体験学習を実施した。生徒は、事前学習等を含めて体験を通して、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実践的に学ぶことができた。
次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。

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。
９年間を見通したキャリア教育において、中学校区間で育てたい力などを明確にしていく必要があ
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
Ⅱ
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
変更
内容
課

題

9

8

友好姉妹都市栗原市交流事業の実施
【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

主管課

指導室

・あきる野市において交流事業を実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

８月１日（火）から３日（木）までの３日間、栗原市との交流事業を実施した。参加した５９人の生徒は、
野球部交流や生徒会交流、五日市憲法草案碑の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。
課

題

方向性

9

次年度の派遣事業に向けて、参加する生徒が友好を深められる計画を立てる。
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
Ⅱ
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
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

主管課

指導室

・小学校全校で小宮自然体験学校を活用した学習を実施
・環境月間における各学校の実態に即した取組の実施
・各学校における秋川流域ジオパーク※の活用の検討
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

小学校全校で小宮ふるさと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。
課

題

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のジオ情報室の有効活用について検討する。
Ⅰ

方向性

10

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
戸倉しろやまテラスおよび小宮ふるさと自然体験学校を初任者研修宿泊研修において活用する。
内容
図書館インターンシップ事業※の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ａ

主管課

図書館

・中・高生の職場体験※の受入れ
・夏！体験ボランティアの受入れ
・図書館司書実習の受入れ
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

職場体験については市内外から、中央図書館２校、東部図書館エルで昨年より多い２校、五日市図
書館１校の、計５校の中学校延べ計４８人を受入れた。
インターンシップ活動については、社会福祉協議会主催「夏！体験ボランティアinあきる野２０１７」
に、今年度は全館で参加し、高校生・大学生・専門学生延べ５１人を受入れ、事業の拡大を図った。
また、奉仕体験活動として、市内都立高校１校延べ６６人を受入れた。
課

題

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、体験内容をさらに
充実させる必要がある。
Ⅱ

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
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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

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【指導室】
〇 ２０２０年オリンピック・パラリンピックの開催を踏まえ、地域と連携した日本の伝統・文化の理解
を深める取組を充実させます。また、外国の文化や言語などの異国文化への理解を深めるた
めに、積極的にコミュニケーションを図る能力・態度を育成する教育を充実します。
〇 小学校中学年における外国語活動※、小学校高学年における英語の教科化に向けた取組を推
進し、英語の教科化の実施を充実したものとします。
【生涯学習推進課】
〇 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
担当部署 【指導室】【生涯学習推進課】
評価
【指導室】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【生涯学習推進課】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
オリンピックパラリンピック教育推進委員会において、オリンピック･パラリンピック教育アワード校や夢・未来プロ
ジェクト実施校を中心に、全校の取組を共有する機会をもった。
東京都英語教育推進地域指定事業を受けて英語教育推進連絡会を６回開催し、外部人材を活用した小学校に
おける外国語（英語）の実施について研究を行った。
平成３２年度からの新学習指導要領の全面実施に向けて、全校の小学校中学年において年１５時間程度の外国
語活動※の授業を実施した。また小学校高学年においては、パフォーマンステスト※とその事前・事後指導を中心に
５時間以上の外国語（英語）の授業を行った。さらに、外国語活動及び外国語を行う学年にＡＥＴ※を派遣し、児童･
生徒の学習活動の支援をした。

【生涯学習推進課】
国際姉妹都市となるマールボロウ市との教育交流事業として、市内中学生の海外への派遣事業及びマールボロ
ウ市のウィットコムスクールの生徒の受入事業を実施し、国際的な視野を持つ人材の育成の場を提供することがで
きた。
また、あきる野市国際化推進青年の会やあきる野ホストファミリークラブ等の市民団体に、派遣団への随行をはじ
め、英語指導や各種アドバイス、受入時のサポートなどご協力いただき、効果的な事業の実施が出来きていること
から、今後も継続して推進していく。
なお、派遣事業については、受け入れ先であるマサチューセッツ州の予防接種規定の制定後、ホームステイを中
心としたプログラムに変更して実施しているため、引き続き、学校施設以外での教育交流のあり方や派遣時期など
も含め、検討する必要がある。
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○ 事務事業の点検及び評価
伝統・文化理解教育※の推進
11
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

主管課

指導室

・オリンピック・パラリンピック教育推進委員会の実施
・各学校において、地域の教育資源を活用した日本の伝統・文化理解教育を推進
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度を育成する東京都の事業の指定を受けた西秋留小学
取組状況 校、秋多中学校、御堂中学校、増戸中学校では、獅子舞体験や筝・琴体験、地域の農家の方等の協
力を得ながら行う稲作、餅つき、菊作りなどの体験を通して、日本の伝統・文化への理解を深める取組
を行った。
オリンピックパラリンピック教育推進委員会において、各学校の取組を報告した。また、オリンピック･
パラリンピックアワード校※である一の谷小学校と秋多中学校では、「日本人としての自覚と誇りの涵
養」をテーマにして取り組んだ。一の谷小学校は、引田に伝わる囃子や獅子舞に親しむ取組を計画に
位置付けた。秋多中学校は、茶道体験、能体験、マナーやプロトコール※の学習を行い、日本の伝統・
文化理解教育を推進した。
課

題

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※の一環として、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。
Ⅱ

方向性
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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
外国語指導員の活用

【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

指導室

・全小学校中学年において１５時間の外国語活動、高学年において３５時間の外
国語活動に加えて、５時間以上の英語科の授業を実施
・全中学校で小学校外国語活動、英語科と連携した外国語科（英語）の授業を実
施
・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
・英語教育アドバイザー※や英語教育コーディネーター※の派遣
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

英語教育推進地域指定の東京都の事業を受けて英語教育推進連絡会を６回開催した。英語教育ア
ドバイザーや英語教育コーディネーター、AETなどの外部人材を活用し、小学校における外国語科の
実施に向けた取組について検討を行った。また、小学校高学年における外国語の指導計画を作成し
た。
小学校中学年において、年１５時間程度の外国語活動の授業を全校で実施した。また小学校高学年
においては、パフォーマンステストとその事前・事後指導を中心に、５時間以上の外国語（英語）の授業
を行った。
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を小学校に年間
２，６４４．５時間（前年度：１，９４１１．５時間）、中学校に年間２，１３４．５時間（前年度：２，１６０時間）
派遣した。
小学校英語教育の教科化に向けた取組の一層の推進とそれに伴う中学校外国語科（英語）の指導
内容の検討を継続して行う。
Ⅲ

方向性

Ｈ２９

主管課

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

東京都英語教育推進地域指定事業の終了に伴い、英語教育コーディネーターを担った人材
変更
を学校事情に応じて、英語の授業の教員補助員※として活用することで、これまでの取組を継
内容
続する。
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13

国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

・教育交流事業の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

派遣事業については、前年度同様、ホームステイを中心としたプログラムを計画するとともに、派遣
期間を、マールボロウ市側の受け入れ困難なバカンス時期を外した８月１６日から８月２４日までの９日
間に設定し、 市内中学生８人（女子６人、男子２人）、随行者４人を派遣して交流事業を実施した。
受入事業については、１０月１３日から１０月２４日の間、マールボロウ市ウィットコム・スクールの生
徒１０人及び引率者３人が来訪し、「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。
派遣時期が、マールボロウ市側のバカンスの時期を外した夏休み期間となるため、受け入れ側との
調整時期を早める必要がある。
今後もホームステイ中心のプログラムとなる可能性が高いため、教育的な要素を含めた現地での活
動内容を検討する必要がある。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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
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基本施策 ４

子ども読書活動の推進

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
７年間の目標
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。
【長期ビジョン】
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
平成２６年度～
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
平成３２年度
習慣を身に付けるための取組を充実させます。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【指導室】
○ 学校図書館補助員※を配置し、有効活用を図ることで、児童･生徒の読書量の増加や読書の幅
の拡大を促します。
○ 学習情報センターとしての役割を充実させ、児童・生徒の学習支援の場づくりを進めます。
○ 学校図書館と市立図書館の連携を強化し、学校図書館の機能の充実を図ります。
【教育総務課】
○ 学校図書館の充実を図るため、全小・中学校の蔵書数を児童・生徒のニーズを参考に整備し
ます。
○ 学校図書館を有効活用するために管理システムを導入します。
【図書館】
○ 「第三次あきる野市子ども読書活動推進計画」を策定します。
○ 「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」からの取組を継続し、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。
○ 図書館と学校図書館との連携の強化を図るとともに、物流を確保して図書資料の有効活用を
図ります。
○ 特に中学校図書館の資料の充実と読書環境整備の支援に努めます。
○ ブックスタート等の事業を継続して実施し、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連携及び情報の共有を図りながら、子どもの読書環境の整備
を進めます。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【指導室】【教育総務課】【図書館】
評価
【指導室】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【教育総務課】
評価基準

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｃ

【図書館】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０
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Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【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、学校図書館の効果的な活用や図書館と
の連携について協議・情報交換を行った。また、学校図書館補助員※を各学校に配置し、図書館の整備や図書の
貸出、返却、図書館における調べる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。
学校図書館の学習情報センターとしての機能について、ＩＣＴ※機器の設置計画と連携して検討していく必要があ
る。

【教育総務課】
各小・中学校が自校の図書整備状況やニーズを基に要望した図書購入費等について、要望額を予算配当したこ
とにより、各小・中学校は必要な図書の購入を行った。
平成２９年度においても、全小・中学校で学校図書館図書標準を満たしている。
学校図書館活動の充実と蔵書管理に係る負担軽減のため、学校図書館への学校図書管理システム導入に向け
取り組んだ。他市の導入経緯や現状の確認、システム会社ごとの内容や諸経費の比較及び導入時におけるデータ
ベース化作業に要する経費と時間について研究と検討を行った。また、昨年できなかった、担当教員等からの意見
聴取や学校のニーズについて、学校図書館活用推進委員会の場を活用し、意見や要望の集約を行なった。これを
基に、学校図書管理システムの内容や導入計画を作成し予算要望したが、導入経費の課題もあり採択されなかっ
た。
学校図書館への学校図書管理システムの導入は、図書館活動の充実に必要な環境であることから、さらに研究
を重ね内容の充実とモデル校方式や段階的導入等経費の分散も含め、導入について研究をすすめる。

【図書館】
「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の連携を図りながら、子ど
も読書環境の整備を進め、子どもが自然に読書に親しみ、読書習慣が身につけられるよう取組を進めた。
特に、第二次計画で重点目標であった、小学校高学年から中学生・高校生(ヤングアダルト)の未読書率を減少さ
せる取組として、読書リストの配布や資料の積極的な収集を行った。また、「ビブリオバトル」や「読書アルバム」を
継続して実施するとともに、第一次計画から継続する乳幼児対象の事業も、プログラムを工夫しながら実施し、乳
幼児からＹＡ※世代までを対象とした切れ目のない事業展開をすすめた。
調べもの学習・総合的な学習に伴う資料の提供及び学級への団体貸出の貸出冊数はともに昨年より増加してお
り、学校における読書環境の向上と、図書資料を活用した授業への支援を進めることができた。
今後も、学校図書館関係者連絡会・研修会などの機会を通じて、子どもの読書環境の整備に係る担当者の情報
交換、連絡を密にし、継続して取組を進める。
第一次・第二次計画の方針を引き継ぎながら、子どもが本に親しみ、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創
造力を豊かなものにする読書活動の取組を推進するため、「第三次子ども読書活動推進計画」を策定した。今後
も、関連部署と連携して事業を推進するとともに、「家読」等新規事業にも取組み、子ども読書環境の整備を進め
る。
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○ 事務事業の点検及び評価
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学校図書館の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｃ

主管課

指導室 ・
教育総務課

・学校図書館の蔵書整備（学校図書館図書標準に全校が充足）
・学校図書管理システム導入準備
・学校図書館活用推進委員会の実施
・図書館補助員の配置
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 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

予算編成時に、各小・中学校が自校の実態を踏まえて要望した、学校図書購入費を学校配当予算に
取組状況 計上することで、各小・中学校において計画的に図書購入ができた。また、修復困難な図書について
は、全校に調査を行い、夏季休業期間等を活用し一斉廃棄を行った。
学校図書館図書標準については、平成２８年度末以降、全校で充足している。
学校図書管理システムについては、他市の導入状況などを参考に、複数業者に導入金額を含めた
システム案を作成させた。これをたたき台とし、各学校で意見をまとめてもらい、６月の学校図書館活
用推進委員会で意見を伺った。さらに、学校図書館活用推進委員会での意見等を含め、７月に再度学
校に詳細内容について意見聴取を行い、その結果を基に導入システム案を作成した。
なお、作成したシステム案を基にして実施計画により、平成３０年度導入に向け予算要望を行ったが
採択されなかった。

課

題

各学校で購入している図書には、システム導入に向け、バーコードを装着させている。システムの導
入により蔵書管理や図書貸出など図書館活動の充実が図れることから、早期導入を目指しているが
予算措置が困難である。また、導入時のデータベース作成に膨大な時間を要することから、現状の体
制で学校対応するには教職員に大きな負担が生じる。また、業務委託をすると導入費が大幅に増加す
る。
Ⅲ

方向性
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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
全校一斉導入ではなく、複数年をかけて段階的に導入するよう計画を見直す。
作業効率の改善に向け、対応策を検討する。

子ども読書活動推進計画の推進

【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課

図書館

・「第三次あきる野市子ども読書活動推進計画」の策定
・子ども読書の日関連推進事業の実施
・子ども読書活動庁内連絡会の開催
・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の充実
・図書館ＨＰの子ども読書のページの更新・充実
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

子ども読書活動推進計画検討委員会を５回、子ども読書活動推進計画庁内会議を２回、子ども読書
活動推進計画庁内会議専門部会を１回、それぞれ開催し「第三次あきる野市子ども読書活動推進計
画」を平成３０年３月に策定した。
４月１９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、わくわく
ハッピーパック（図書館福袋）、人形劇、おはなし会、工作教室などを実施した。
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
新を行った。関連部署との連携を図ることにより「るのキッズ通信」や「るのキッズメール」などを用い情
報発信を行った。
課

題

図書館ホームページの児童サービスの充実や、広く市民に情報が届くよう、情報発信を工夫検討す
る。
Ⅱ

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
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子ども読書活動推進事業の充実

【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

主管課

図書館

・おはなし会等の読書活動推進事業の充実
・各館ＹＡ※コーナーの充実
・ＹＡ読書リストの作成・配布
・ＹＡ向け事業の実施
・「読書アルバム」事業の実施
・本のある場所づくり
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

全館でＹＡ向けの本を積極的に購入した。また、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。
取組状況 ＹＡ世代の子どもたちが図書館に来館するきっかけづくりとして、「子ども図書館員」や「豆本講座」(工
作）の開催や、ＹＡ世代の未読書率の低下に向けた取組として、自分の好きな本を限られた時間で紹
介し合うゲーム「ビブリオバトル」の事業を実施した。また、青少年読書リスト「ライブラリー！」パート３
を作成し、市内の公立中学校に配付した。
児童向けには、市内の小学３年生・６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
付し、読書のきっかけ作りの事業を展開した。また、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、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。
読書へのきっかけ作りとして、親子でも楽しめるおはなし会（合計１，３５９人参加）、原画展、人形劇
（合計８５人参加）、映画会（合計１７２人参加）などを実施した。また、開催にあたっては、関連する本を
展示して効果を高めた。
本のある場所づくりとして１０月に五日市出張所のロビーに児童書約４０冊を設置した。
課

題

事業の参加に偏りがあるため、それぞれの事業に子ども達が多く参加できるよう、年代にあった事業
内容、実施時期、ＰＲ方法等検討する必要がある。
Ⅱ

方向性
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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
図書館における学校支援事業の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課

図書館

・図書館ガイダンスの実施
・団体貸出の実施
・調べもの学習・総合的な学習の支援
・学校図書館連絡会の実施
・中高生対象資料選定の支援
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

子ども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（７０２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、３３学級に２，７０８冊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、「ホタル」等３０のテーマで１，５２４冊の資料を提供した。
課

題

調べ学習や団体貸出での利用は、学校によって偏りがあるので、連絡会等の機会を活用し、団体貸
出等の各種サービスについてさらに周知を図る必要がある。
Ⅱ

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
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基本施策 ５

学力向上対策の強化

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

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

○ 学力向上に関わる施策を推進し、授業改善、校内体制や教育環境を更に整備、充実し、児童・

生徒の学力の向上を図ります。

○中期ビジョン状況点検及び評価
担当部署 【指導室】
評価
【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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
東京都の学力ステップアップ推進地域指定事業※を受けて、平成２７年度から小学校第４学年と中学校第１学年
の算数･数学の学力調査を市独自に行った。その結果、東京都の学力調査、国の学力調査と併せて、算数･数学に
おける小学校高学年から卒業までの切れ目のない実態把握ができ、本市の児童･生徒の学力の傾向について把
握できた。学力調査の結果を基に資料を作成し、校長会や副校長会、教務主任会、学力向上推進委員会において
課題を提示したり、改善に向けた取組の方向性について助言したりした。また、学力向上推進委員会においては、
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の研修や、あきる野市授業スタンダード※を活用した授業研
究を行った。
各学校においては、研修の成果や学力調査を学校独自に分析した結果について、学力･学習状況改善計画※や
授業改善推進プラン※に活かすとともに、一層の効果的な外部人材の活用方法について検討した。
情報教育の推進については、情報モラルに力点を置いた指導を行った。新学習指導要領の全面実施に向けて、
プログラミング的な思考の育成を主眼を置いた研究を推進していく必要がある。
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○ 事務事業の点検及び評価
学力向上に向けた取組の推進
18

【２９年度取組
内容（目標）】

指導室

・中学校区ごとの小中一貫教育※の推進
・学力・学習状況改善計画※及び授業改善推進プラン※を中心とした学力向上のた
めの取組のPDCAサイクル※の確立
・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業※の実践
・「あきる野市授業スタンダード※」に基づく全教員による授業実践
・習熟度別少人数指導※の充実
・学力ステップアップ事業及び学力ジャンプアップ事業※による外部人材の活用

Ｈ３２ 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
Ｂ
中学校区ごとに定めた小中一貫教育基本方針に基づき、学力向上に向けた９年間を見通した指導を
推進した。また、平成３２年度に小学校の新学習指導要領が全面実施となり、平成３３年度に中学校
の新学習指導要領が全面実施となることを踏まえ、増戸中学校区（増戸中、増戸小）が
取組状況 「豊かに表現し、学び合い、高め合う児童生徒の育成 ～主体的・対話的で深い学びのある授業の実
践を通して～」というテーマで研究を進め、平成３０年１月３１日（水）に市内全教員を対象に研究発表
を実施した。
全校において、学力・学習状況改善計画を作成させ、学力調査等における成果目標を明確にさせる
とともに、東京都の学力ステップアップ推進地域指定事業※、あきる野市の教員補助員※（教科）の配置
事業並びに学力ジャンプアップ事業を通して、外部人材を活用した補充の時間を設定し、基礎学力の
定着を図った。この結果、平成２６年度小学校第５学年で東京都の「児童･生徒の学力向上を図るため
の調査」を受けた児童は、平成２９年度に中学校第２学年で同調査を受け、東京都における上位層の
割合が各教科（国語、算数、理科及び社会）１０％から１７％の範囲で増えるなど、確実に力を付けて
いる様子が見られた。
補充学習では、本市学力向上推進委員会作成のプリントだけではなく、東京ベーシックドリルの積極
的な活用を指導した。
「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりとは」「あきる野市授業スタンダード※」という
二つのリーフレットを活用して、研修会や指導室訪問で指導主事が指導を行うことで授業改善を図らせ
た。
学力ジャンプアップ事業の予算を効果的に活用させ、学年集団による格差を減らし、児童･生徒の基
課 題
礎学力向上を確実に図る。
評価

Ⅱ
方向性
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Ｈ２９

主管課

Ｈ３０

Ｈ３１

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
教育環境の整備
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・情報教育推進委員会の実施
・各学校の実態に即した教員補助員※の配置
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

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、各学校で有効に活用
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。
課

題

ＩＣＴ※環境設備の充実については、教育総務課と連携して進める。その際、ＩＣＴ教育に関する指導計
画の策定が必要となる。
Ⅲ

方向性

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
情報モラルやネット被害の問題については、生活指導主任会で取り上げる。
情報活用能力の育成、プログラミング的思考力の育成については、学力向上委員会で取り
上げる。
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基本施策 ６

体力向上・健康増進に向けた取組

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【指導室】
○ 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果※から課題を分析・把握し、課題
を明確にし、体力向上に向けた取組を充実します。
○ ２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催を踏まえ、オリンピック・パラリンピック教育※の推進
を通して、児童・生徒が運動やスポーツへ積極的に取り組む意欲や態度を育てます。
○ 学校において組織的・計画的に食育の推進を図り、豊かな食生活へ知識を深めるとともに、家
庭、地域及び関係機関の連携により児童・生徒に望ましい食習慣を身に付けさせます。
【学校給食課】
○ 栄養教諭※及び学校栄養職員が、全小中学校において食育リーダー※を中心とした食育推進
の取組が定着するように支援し、児童・生徒が心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい
栄養や食事の取り方を理解し、自ら管理していく能力を身に付けられるように努めます。
○ 学校給食の食材として、地場産農産物を継続的に取り入れます。
○ 日本各地の郷土料理を提供、紹介することで、各地域の産物、食文化や食に関わる歴史等を
理解し、尊重する心を持つように努めます。
○ 地場産農産物を使用した料理教室を主に児童生徒を対象に開催し、食についての興味、関心
を深めるとともに、生産者の努力や食に関する感謝の念を育みます。
【教育総務課】
○ 児童・生徒が心身ともに健やかに成長するよう、健康診断等により児童・生徒の健康管理を行
います。
○ 各種検査を通じ、常に基準を満たした教育環境を提供します。
○ 保険加入により、学校管理下で発生した災害に対する保護者の経済的負担を軽減します。
○ 食物アレルギー事故防止を保護者、学校及び給食センターと連携し実施します。

○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】
中期ビジョンの進捗状況
【指導室】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【学校給食課】
評価基準

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【教育総務課】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０
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Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
前年度（平成２８年度）の市全体の体力･運動能力、生活・運動習慣等調査結果を基に、本市の児童･生徒の課題
が筋力であることについてグラフ化した資料を作成し、校長会等に提示するとともに、各学校に重点的に指導を行
うよう指導･助言を行った。東京都と比較して全体的に優位性が見られた。特に小学校においては投げる力と柔軟
性、中学校においては投げる力と持久力に優位性が見られた。しかし、全国の結果と比較すると、項目により課題
があるため、一層の分析や指導の工夫が必要である。
オリンピック・パラリンピック教育推進校※として、情報交換を通じて各校で工夫して取り組んだ。日常的な運動や
スポーツをしない児童・生徒たちにおける取組のきっかけづくりになった。
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する
など、各学校の取組の見直しを図った。また、栄養教諭による食育指導を１４校で実施し、その指導時間数が前年
度に比べて増えた。全校実施となるように、次年度の教育課程の編成段階から助言する。

【学校給食課】
栄養教諭及び学校栄養職員の支援や学校の理解、協力が得られ、食に関する授業の実施校は増加した。今後さ
らなる食育の推進を図っていくためには、各学校の食育リーダーを中心に、学校全体で食育に関する取り組みを継
続的に実施していくことが必要であると考える。
地場産農産物については優先して取り入れているが、収穫時期及び収穫量は天候に左右されるため、引続き積
極的に活用していく取り組みを行いながら、農家との連携を図っていく。
料理教室については、夏休みの事業として定着しており、地場産農産物を活用した料理を通じ、食についての興
味や関心を深める機会となることから、継続して取り組んでいく。

【教育総務課】
学校保健安全法に基づき、児童・生徒の健康診断及び就学時健康診断を実施し、学校における児童・生徒の健
康の保持増進を図った。また、健康診断の実施、学校におけるケガの防止、流感及び熱中症対策等について、年６
回実施する保健主任会の場で、協議や情報交換を行ない、学校保健の向上に努めるとともに、学校医や学校薬剤
師と連携し、児童・生徒の心身の健康管理に努めた。
学校保健安全法で示される学校環境衛生基準に照らして、飲料水、プールの水質、換気、採光、照度等の検査を
実施し、学校の適切な環境維持に努めた。
精神科医師を学校精神科医として委嘱し、医療の立場で児童・生徒の心のケアを行うほか、学校では対応困難な
ケースについて、指導・助言を受けることができる環境を引き続き整備した。
食物アレルギー対策については、給食センターが毎月提示する献立の配合表をもとに、保護者が使用食材等を
確認し、食することができないメニューを学校に報告している。学校は、その報告を基に学級担任等の給食指導の
中で、誤食等アレルギー事故の防止に努めた。誤食によるアレルギー事故は発生していない。
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。

○ 事務事業の点検及び評価
スポーツ教育の推進
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・体力向上委員会の実施
・オリンピック・パラリンピック教育推進委員会の実施
・各学校が、オリンピック・パラリンピック教育推進校※として、スポーツを体験する
場やスポーツを学ぶ場を設定
・中学校区ごとに策定した体力向上策を実施
・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」大会※の実施による体力の向上策の充実
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

年４回の体力向上委員会では、前年度（平成２８年度）の体力･運動能力、生活・運動習慣等調査結
果を基に、市全体として筋力に課題があることを示すとともに、各学校において重点的に指導を行うよ
う指導･助言した。また、体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の実施方法に関する検討や各学校の
体力向上策について協議・情報交換を行った。
体力調査の結果では、東京都と比較して、小学校・中学校はともに体格は小さいが、小学生では柔
軟性と投げる力が優位であり、中学校では持久力と投げる力が優位であった。
オリンピック・パラリンピック教育推進委員会では、各校の推進校としての取組を発表させた。
中学生「東京駅伝」では、参加した全５０チーム中、男子は１８位（前年度１４位）、女子は４２位(前年
度１５位）で、総合３０位(前年度１３位）であった。
優位な項目の指導方法等を分析し、市内全校の取組にしていくとともに、昨年度同様、劣位にある筋
力等の向上に向けた指導方法について研究する。
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
Ⅱ
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
変更
内容
課

題
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学校における食育の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

主管課

指導室

・食育リーダー連絡会の実施
・各学校における食育推進チーム※を活用した取組の充実
・各学校において食に関する指導の育全体計画、食に関する指導の年間計画に
基づく実践
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

年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、食育リーダー※は、各校において食に関する指導の中心となって計画的に指導を行った。
栄養教諭※を活用した授業を１４校において２２３回（小１８９ 中３４）実施した。
未実施校は年間計画に位置付けるよう助言を再度行う。
課

題

食に関する全体指導計画・年間計画指導計画の見直しを行わせ、より充実した指導を行う。
東京都の食育推進活動支援事業を活用し、各小学校で取り組んでいる農業体験の充実を図る。
Ⅱ

方向性
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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
給食センターが行う食に関する指導の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

学校給食課

・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
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

学校給食指導計画※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、１３校で実施し、延べ回数は２２３回であり、前年より２校の増加であった。
取組状況
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。
地場産物の活用については、秋川学校給食センターでは１２品目、五日市学校給食センターにおい
ては１６品目、両センターで１０，２１１ｋｇを使用することができたが、とうもろこしは使用量が多いことか
ら、秋川地区では中学校のみの使用となった。
地場産の食材を活用した料理教室については、小学４年生以上の児童及び中学生を対象に、秋川
学校給食センターにおいて夏休み期間中に１回開催、参加人員は４５人であった。使用した地場産食
材は、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、ピーマン、きゅうり、トマトであり、魚のマヨネーズ焼き、じゃがい
ものチーズコーン、生野菜サラダ、ＡＢＣスープに取り入れた。
栄養教諭は栄養士としての役割も兼ねていながら、食に関する授業の実施回数は２００回を越えて
いる状況が続いている。今後は各学校において、食育リーダーを中心とした校内での授業展開も必要
であると考える。
課 題
地場産物の活用及び使用量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が、就
農者が不足している。このため、使用量増加を目標に掲げつつも、地場産物を継続的に使用できるよ
う、各ファーマーズセンターを通じて生産者との連携を深めていく必要がある。
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。
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
Ⅱ
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
変更
内容
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学校保健の充実

【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

教育総務課

・健康診断の実施
・学校環境衛生基準に基づく、教育環境の維持
・学校医等と保健主任会の連携
・アレルギー対策の強化
・保険加入
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

学校保健安全法に基づき、児童・生徒の健康診断、就学時健康診断を実施した。実施検査について
は、学校保健安全法施行規則に基づき、内科検診、歯科検診、眼科検診、耳鼻科検診、心臓検診、尿
取組状況 検査、側わん検査、結核検査、貧血検査、色覚検査を実施した。
学校保健安全法に基づき、各学校の飲料水、プールの水質、換気、採光、照度等について検査を行
い、学校環境衛生基準に示される学校環境の維持に努めた。
保健主任会を６回開催し、健康診断の実施、水泳事故の防止、熱中症対策、食物アレルギー等につ
いて協議や研究を行った。また、学校医や学校薬剤師と連携し、児童・生徒の心身の健康管理に努め
た。
安全な給食の提供に向け見直しを行った食物アレルギーマニュアルの改訂版について、学校給食課
から校長会、保健主任会の場を活用し、改正部分の周知を図った。
各学校では、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、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、対象者へ給付金を支給した。

課

題

学校管理下において発生した児童・生徒の事故については、災害補償の対象となるが、保護者等が
教育活動に関することで来校した際に、学校に瑕疵のない状況で発生した事故については、現在加入
する保険等では補償することができない。自己責任の範囲と理解するが、施設管理上何らかの手立て
が必要である。
Ⅱ

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
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基本施策 7

特別支援教育※の推進

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

○ 特別支援教育推進計画に基づき、特別支援教育を確実に推進します。
○ 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％に
するとともに、各学校への臨床心理士や医師による巡回相談※や介助員の配置を行い、個に
応じた指導を行います。
○ 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、入学する児童に早期での
個に応じた適切な指導を行います。
○ あきる野市の特別支援教育を全ての教職員が理解し、日々の教育活動に反映できるようにし
ます。
○ 就学相談をはじめとする相談体制を充実させ、個に応じた学習環境を選定するとともに、合理
的配慮やユニバーサルデザイン※を意識した学習環境を提供します。
○ 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、積極的に副籍交流※を行い
ます。
○ 小学校の特別支援教室※の全校実施と、中学校の円滑な実施に向けて計画的に準備を進め
ます。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【指導室】
評価
【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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
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、３部７課の取組を
まとめて特別支援教育推進計画（第二次計画）策定した。特別支援教室の円滑な運営を進めるとともに、課題を明
らかにした。特別支援教室拠点校設置校長会を立ち上げて課題解決に向けた検討を今後進めていくとともに、中
学校の特別支援教室の実施に向けた検討を進める。計画どおり専門医や臨床心理士の派遣を行い、教育相談機
能を充実させた。就学相談説明会や就学相談委員会※の実施、入室判定委員会の実施、個別の教育支援計画（学
校生活支援シート）※の作成を通して保護者と連携を図った。教員研修の充実や担当者の連絡会の実施を通して教
員の資質向上を図るとともに、各学校において個別指導計画※を作成し、その実態に応じて、介助員や教員補助員
※の配置を行う等、適正な学習環境を提供することができた。
副籍交流※の一層の充実や研修の充実に向け、東京都立あきる野学園との連携をより積極的に行うようにする。

○ 事務事業の点検及び評価
特別支援教育※の推進体制の強化
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【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

課

題

方向性

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・特別支援教育推進計画に基づいた各事業の実施
・第二期特別支援教育推進計画の策定
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

特別支援教育推進計画に基づき、様々な事業を実施することができた。
他課と協力して、特別支援教育推進計画（第二次計画）の策定を行うことができた。
小学校における特別支援教室が全校に設置され、円滑に運営することができた。
特別支援教育推進計画（第二次計画）に沿って事業を推進する。
平成３１年度に中学校の特別支援教室を開設する。
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
Ⅱ
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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巡回指導による学校等の支援の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

主管課

指導室

・各学校、幼稚園・保育園の状況に即した専門医や臨床心理士の派遣
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

巡回相談員及び教育相談員により、幼稚園・保育所全２６園中、２１園に対して８８回（延べ３６１人）、
小学校６０回（延べ３７２人）、中学校２３回（延べ６４人）、計１７１回（延べ７９７人）の巡回相談を実施し
た。
また医師による巡回指導を１６回（全校）実施した。
その結果、適正な保育環境や学習環境の整備、保育や指導に当たっての留意点等について助言す
ることができた。

巡回相談員による見取りを校内委員会で検討し、子ども一人一人のニーズに合った指導を在籍学級
でも行えるようにする。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
配慮を要する児童・生徒の就学支援の充実
指導室
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課

題

【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

・就学相談説明会の実施
・就学相談委員会※の開催
・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
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

就学相談説明会を５月１５日（月）に開催し、３２人（受付名簿記載者）の保護者が参加した。
就学相談委員会を年９回開催し、７５件の就学（転学）先について相談した。
保育所や幼稚園からの就学支援シートは９６件（前年度１０５件）、小学校からの進学支援シートは３
３件（前年度３２件）提出された。各種シートを就学先や進学先へ送付することで必要な情報が伝わり、
学級編成をする際の資料となった。
課

題

今後も特別支援教育コーディネーター連絡会を中心に、保育所や幼稚園への就学支援シートの作成
を依頼するとともに、小･中学校では提出されたシートを事前に確認し、必要に応じて保護者と入学前
に打合せをするなど、有効に活用できるように指導･助言する。
Ⅱ

方向性

27

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
特別支援学級介助員の配置
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・特別支援学級（固定）※への介助員の配置
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

市内の四つの小学校及び三つの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。
（１学級１人 延べ人数３８人）
年度の初め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。
課

題

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。
Ⅱ

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
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特別支援学校との副籍交流※の実施
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

主管課

指導室

・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
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

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。
昨年度は、在籍７９（前年度７３）人中、２３（前年度３２）人の児童･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。
課 題
在籍者は多く、交流件数も少なくはないが、今後一層啓発し、交流の件数を増やしていく。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
小中学校の特別支援教育※体制の充実
指導室
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・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
【２９年度取組
・校内委員会による特別支援教育体制の充実
内容（目標）】
・個別指導計画※、個別の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視点を取り入れた授業※作りの実践
評価

Ｈ２９

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

特別支援教育コーディネーター連絡会を年４回開催し、合理的配慮や特別な配慮が必要な児童・生
徒の保護者への早期相談を目指した啓発の仕方など、支援体制の充実に向けた検討させた。
特別支援教育研修会を東京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２９７人の参加者があった。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。
取組状況
校内委員会にスクールカウンセラー※や巡回指導教員を加えて実施するよう指導するとともに、一人
一人のニーズに合った指導ができるように指導･助言した。
長期欠席児童・生徒や教員補助員※等の配置を必要とする特別な支援を要する児童・生徒につい
て、個別指導計画の作成・活用について１００％行われた。しかし、今後は長期欠席児童・生徒や教員
補助員等の配置を必要としない児童･生徒であっても積極的な作成を促していく必要がある。
また、個別の教育支援計画（学校生活支援シート）※の作成率は８２％台になり、昨年度より若干上昇
した。さらに保護者との共通理解を深めて長期的に個に応じた指導を行うため、個別の教育支援計画
（学校生活支援シート）の作成を推進していく必要がある。
「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」に向けた研修を夏季休業中に実施するな
ど、前年度に作成したリーフレットも活用しながら授業改善を図るよう指導･助言をした。
小学校の特別支援教室が円滑に運営できるよう特別支援教室担当者連絡会を活用し、担当者間の
情報交換や協議を充実させた。
課

題

方向性

児童・生徒一人一人のアセスメント※を丁寧に行い、適切な個別指導計画の作成を行うとともに、保護
者に根拠を示した丁寧な説明を行うことで、個別の教育支援計画（学校生活支援シート）の作成に向け
た啓発活動を行う。
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
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 東京都の特別支援学級の専門性向上事業を活用し、東京都立あきる野学園と五日市小学
内容 校で、アセスメントシートを活用した児童の丁寧なアセスメントの在り方について検討を行う。
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30

主管課
特別支援学級（固・通）※による指導の充実
指導室
・特別支援学級担当者連絡協議会及び特別支援教室担当者連絡会での研修、
【２９年度取組
協議の充実
内容（目標）】
・指導主事等の学校訪問による教育課程の改善
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

取組状況

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、「きこえの教室」「特別支援学級（知的固定）
における実践紹介」を行った。また、東京都立あきる野学園高等部の見学及び特別支援学校を卒業後
の進路についての講義を受けた。さらに東京都立あきる野学園の地域コーディネーターを講師として、
合理的配慮の考え方等について研修を行った。
特別支援教室担当者連絡会を行い、特別支援教室の円滑な運営について協議をした。
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。
特別支援学級担当者連絡協議会は、初任者から主任まで幅広い教員が集まるため、ねらいを絞った
研修や協議内容が必要である。

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
特別支援学級担当者連絡協議会を廃止し、特別支援学級設置校長会（固定及び教室・通
方向性
変更 級） 特別支援学級主任連絡会（固定及び教室・通級） を立ち上げ、ねらいを絞った協議が行
内容 えるようにした。
特別支援学級の担任向けの研修会を設定し、若手の専門性の育成を図る。
主管課
特別支援教育指導補助員の配置
指導室
31
Ⅲ

【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

・個別指導計画※を作成した児童・生徒に対する個に応じた指導の充実のための
教員補助員の配置
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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
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の充実を図った。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６，９００時間（小：６，１１９時間、中：７８１時間 前年度６，８７２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。
課

題

方向性

個別指導計画に基づく指導員の配置を推進する。
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
Ⅱ
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

基本施策 ８

特色ある学校づくりと学校運営の改善

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
７年間の目標
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
【長期ビジョン】
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。
平成２６年度～
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
平成３２年度
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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

○ 各学校の要望や次年度計画を基に精査、配当し、地域の特色や地域資源を生かした教育活
動の充実を図ります。
○ 各学校の運動会や体育祭等の学校行事とは別に、全ての学校が学校公開または学校公開週
間を実施します。
○ 学校だより等の配布やホームページの更新を通して、学校からの情報発信を行い、保護者や
地域へ開かれた学校づくりの推進を図ります。
○ 各学校が、前年度の自己評価や学校関係者評価として行った学校評議員※、児童・生徒及び
保護者を対象としたアンケートの意見や評価を学校評価としてまとめ、次年度計画策定に当
たって組織的に活用します。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【指導室】
評価
【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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
総合的な学習の時間の経費については、年間指導計画を基に精査して配当した。総合的な学習の時間※がより
充実したものとなり、特色が出せるように一層の指導･助言を行っていく。
学校の特色ある取組について、広報活動を積極的に行っていくようさらに助言していく。
市の三つの重要施策（いじめ・不登校０（ゼロ）への挑戦、特別支援教育の推進、学力向上対策の強化）に加え、
体力向上と学校の実態に応じた二つ以上の評価項目について学校評価を行うようにしてから３年目になった。この
取組は定着し、市として統一した学校評価を進めるとともに、各学校は評価項目に工夫を凝らして特長を出してい
る。今後一層特長を出せるよう、地域との連携や小中一貫教育※の視点などについて加えることを指導･助言をして
いく。

○ 事務事業の点検及び評価
地域の人材活用の推進
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・各学校や地域の実態に即した総合的な学習の時間の経費配分
・各学校における地域の人材活用の推進
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 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

総合的な学習の時間の経費については、各学校の要望や次年度計画を基に精査し、配当した。
地域の特色を生かした農業体験活動や伝統・文化体験活動を推進するために、地域人材をゲスト
ティーチャー※として積極的に招へいし、地域人材を生かした教育活動の充実を図ることができた。
課

題

方向性

継続して地域人材を生かした教育活動の充実を図る。
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
Ⅱ
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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33

開かれた学校づくりの推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｃ

主管課

指導室

・学校公開や学校公開週間を年３回程度実施
・学校だよりや各種学校行事などの案内状等を、町内会・自治会へ配布
・学校のホームページの積極的な活用の推進
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

各学校の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、学校いじめ防止基本方針の改訂な
どの機会を通して更新について指導した。
課

題

各校のホームページの充実と、内容の定期的な更新を確実に実施する。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
学校評価システム※の充実
指導室
34
・学校の自己評価にや学校関係者評価による教育課程の改善の実施
【２９年度取組
内容（目標）】
・学校訪問の実施による各学校の学校評価システムの改善・充実
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
取組状況
市教育基本計画（第２次計画）の重点目標に対応した学校評価の評価項目について、夏季休業中に
指導担当課長（統括指導主事）が全校を訪問し、各学校の実態に即して学校評価に関する指導・助言
を行った。
学力・学習状況改善計画※を作成させ、学力調査等を活用した数値目標を設定させた。
課

題

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。
Ⅱ

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

29

基本施策 ９

教員の資質・能力の向上

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
７年間の目標 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
【長期ビジョン】 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
平成２６年度～ ることが重要です。
平成３２年度
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。
４年間の目標
【中期ビジョン】 ○ 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
平成２９年度～
に努めます。
平成３２年度

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【指導室】
評価
【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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
新学習指導要領の全面実施に向けて、研修会や担当者連絡会を実施した。また、特別支援教育の充実に向け
て、特別支援教育研修会を東京都立あきる野学園と連携して実施した。
各学校においても東京都教職員研修センター※で実施している教員の専門性を高める研修等に積極的に参加さ
せるなど、資質向上に意欲的である。
年次研修を秋川流域（１市１町１村）で実施し、講師についてはできるだけ本市のベテラン教員に行わせることで、
講師となるベテラン教員の育成も図る。

○ 事務事業の点検及び評価
教職員の研修等の実施
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・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の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

東京都若手教員育成研修実施要綱に基づいて計画的に実施するとともに、学習指導に関する研修
では「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業※づくりとは」や「あきる野市授業スタンダード※」
取組状況 を活用して焦点を絞った研修ができた。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月には文部科学省初等中等教育局 澤井陽介 視学官を講師として招へいし、市内全教員を対象
とした授業力向上研修を実施した。
あきる野市教育委員会ＯＪＴ推進指定モデル校であった屋城小学校では、「若手を育てながら、ミドル
リーダーも共に育つＯＪＴ」いうテーマで実践し、校長会、副校長会で発表を行った。また校内ＯＪＴに関
する全校への学校訪問を夏季休業中に統括指導主事が行い、各校が工夫して取り組んでいることを
確認した。
平成２９年度は、市全体として東京都教育研究開発委員※を１人、東京都教育研究員を３人、東京教
師道場※の部員を９人、多摩地区教育推進委員会委員を１人輩出した。
課

題

特別支援教室の開設に伴い、特別な支援を要する児童数が増加した。これに伴い、特別支援教室に
配置された巡回指導教員の若手教員の専門性を育成することが課題である。
Ⅲ

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

あきる野市教育委員会ＯＪＴ推進指定モデル校の指定は取りやめ、全校が学校の実態にあっ
たＯＪＴを実施していくよう指導していく。
変更
初任者研修の宿泊研修も含めて、若手教員育成研修を日の出町と檜原村と共催で実施する
内容
ように研修の枠組みを作り変える。
若手の特別支援教室、特別支援学級の教員の専門性を育成する研修会を設定する。
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主管課
研究奨励事業等の推進
指導室
・市の研究推進校等の指定
【２９年度取組
内容（目標）】
・国や都の研究奨励校の指定
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

平成３２年度に小学校の新学習指導要領、平成３３年度に中学校の新学習指導要領が全面実施に
なることを踏まえ、増戸中学校区（増戸中、増戸小）において「豊かに表現し、学び合い、高め合う児童
生徒の育成 ～主体的・対話的で深い学びのある授業の実践を通して～」というテーマの研究を進め、
市教育推進校として発表を行った。また、西中学校区（西中、西秋留小、一の谷小）においては「『これ
取組状況
からの時代に求められる資質・能力』を見取る評価の工夫 ～育成する資質・能力を明確にした授業
作りを通して～ 」というテーマで研究を進め、小中一貫教育推進委員会（研究主任会）において中間
報告を行った。
東京都の指定事業では、オリンピック・パラリンピック教育推進校※として全小中学校が取り組むとと
もに、東京都の夢・未来プロジェクトの指定校となった一の谷小学校と五日市小学校では、外国人アス
リートの派遣やパラリンピアン・指導者等の派遣を受けた。
また、日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業には、西秋留小、秋多中、御堂中、
増戸中、スーパーアクティブスクールには秋多中、東京都道徳教育推進拠点校には五日市小・五日市
中がそれぞれ指定され、工夫した取組を行えた。
国や都の研究指定校の事業を受けている学校の取組が充実するよう、研究過程において、指導主
事を派遣し必要な指導･助言をしていく。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
教職員研修センター※の活用
指導室
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課

題

【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

・若手教員に対する年３回の指導員による授業観察及び指導の実施
・４年次教員に対する年１回の指導員による授業観察及び指導の実施
・管理職からの要望に応じた産休育休代替教員への授業観察及び指導の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

若手教員（１年次から３年次）に対する年３回、４年次に対する年１回の指導員の授業観察を計画的
に実施した。産休育休代替教員への授業観察については、管理職からの要望はなかった。
副校長を窓口として円滑に実施し、授業改善・学級経営の充実に関するアンケートでは、肯定的な
回答が１００％であった
アンケート結果では、若手教員の学習指導案の作成等の事前準備について若干の課題がみられ
た。学習指導案の作成の進行管理を、学校と指導室、教職員研修センターがもっと連携をとり、計画的
に指導･助言する必要がある。
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
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
変更
個別ファイルを活用し、複数年にわたる継続指導の体制を充実させる。
内容
課

題
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基本施策 １０ 学校施設・設備の整備

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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の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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【教育総務課】
○ 校舎の非構造部材の耐震化※状況を点検及び調査を行い、耐震化工事を実施していきます。
○ 老朽化の著しい施設・設備を中心に、実態を踏まえて優先順位を定め改修・改善を実施してい
きます。
○ 大規模な改修等について、学校施設整備計画、長寿命化計画等を策定し、計画的な整備を実
施していきます。
○ 教職員１人に１台のパソコン配置及び校務用パソコンの配置を基準とした、機器の維持管理及
びセキュリティー対策を行います。
○ パソコン教室用のパソコン等周辺機器をはじめ学校のＩＣＴ※環境整備を行います。
【学校給食課】
○ 整備計画で示された整備手法に基づいたＰＦＩ※事業を導入し、新給食センターの整備を進めま
す。
○ アドバイザリー業務を委託、実施方針を策定し、ＰＦＩ法に基づく特定事業者の選定を行い、建
物設計に着手します。

○中期ビジョン点検及び評価
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
【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

Ｈ２９

評価結果

Ｃ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

【教育総務課教育施設担当】
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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【学校給食課】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｃ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【教育総務課】
教職員１人に１台のパソコンを配置するとともに、各小・中学校に校務用パソコンを１台と各中学校に成績管理用
のパソコンを１台配置した。また、昨年に引き続き、小学校に設置された特別支援教室※に配置される、支援員用の
パソコンを新たに５台配置した。
セキュリティ対策の向上に向け、教職員セキュリティポリシーを作成する計画だったが、ボリュームがあり作成す
るに至らなかった。セキュリティー対策の向上は急務であることから、段階的に概要版と本編を作成することとした。
また、教諭から主幹教諭までは、学校ごとに共通のIDを使用していることから、責任の所在の明確化とセキュり
ティーを向上させるため、個々にＩＤが配布できるよう検討する。
ＩＣＴ※環境整備については、必要な環境や補助金等について情報収集に努めた。
また、平成３２年度までに策定する各小・中学校の個別施設計画を参考にして、整備を大規模改修工事のタイミン
グに合わせるなど、計画的にＩＣＴ環境整備を行なう必要がある。
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【教育総務課教育施設担当】
非構造部材の耐震化※は、有事の際の避難所としての使用が考えられる小中学校の体育館、武道場を優先して
実施してきたが、平成２８年度からは、児童、生徒が一日の大半を過ごす校舎の整備事業も進めており、平成２９
年度については、校舎の窓ガラス飛散防止フィルム張替工事【前田小・増戸小・五日市小】、耐震化調査業務【御堂
中】及び耐震化設計業務【一の谷小】を実施し、平成３０年度に、調査の工事設計業務及び設計の工事について実
施する予定である。
今後も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、水飲栓直結給水化工事【草花小・西中】や防
火シャッター修繕【五日市小】などを実施し、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年までに長寿命化を考慮した学校ごとの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。

【学校給食課】
武蔵引田駅北口土地区画整理事業担当部署との打合せ等により、進捗状況等の把握に努めながら着実に準備
を進めている。今後も担当部署との連絡調整等を行い、整備事業を進めていく。

○ 事務事業の点検及び評価
学校施設の非構造部材の耐震化※の推進
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

主管課

教育総務課

・非構造部材の耐震化の点検、設計及び施工
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

平成２９年度は中学校１校の非構造部材耐震調査業務及び小学校１校の非構造部材耐震化工事設
計業務を実施した。
また窓ガラス飛散防止フィルム張替工事【前田小・増戸小・五日市小】を実施した。
課

題

非構造部材の耐震化を推進しているが、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。
Ⅱ

方向性
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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
老朽化した学校施設の改修・改善の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

教育総務課

・老朽化している学校施設の改修・改善
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

水飲栓直結給水化工事【草花小・西中】、防火シャッター修繕【五日市小】、高圧気中開閉器交換工
事【屋城小、一の谷小、東中】、自動火災報知器報知器交換工事【増戸中、五日市中】、普通教室床改
修工事【西中】、その他施設改善・改修工事を計画的に実施した。
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善整備により、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。
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。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課

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
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40

主管課
学校施設の計画的整備
教育総務課
・学校施設の計画的整備の資料収集
【２９年度取組
内容（目標）】
・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
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｃ

取組状況

課

題

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収集
及び施設保全システムへの入力準備を行っている。
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２９年４月１日現在で、小学校７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。
公共施設については、あきる野市公共施設等総合管理計画が策定されており、今後の維持管理等
の方向性が示されているが、 学校施設については、この計画を踏まえて、平成３２年までに施設の長
寿命化を考慮した学校ごとの個別整備計画を策定する必要がある。
財源については、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。
Ⅱ

方向性
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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
情報機器の整備
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｄ

教育総務課

・教職員セキュリティーポリシーの作成
・学校配置パソコンの維持管理
・小学校の新規特別支援教室※に支援員用のパソコンを配置
・学校ＩＣＴ※環境整備についての調査・研究
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

教職員１人に１台のパソコンを配置した。また、小・中学校に校務用パソコンを各１台配置するととも
に、中学校には成績管理用パソコンを１台配置した。さらに、昨年に引き続き、新たに開設された特別
支援教室で従事する支援員用のパソコンを配置した。
パソコン等機器のリース契約が複数あることから、次年度以降の契約更新時に契約の集約を行い、
事務改善とリース額の削減を図るため、再リースの活用等を計画的に進めるための準備と予算措置を
行った。
ＩＣＴ整備に向け、必要な環境や補助金等について情報収集に努めた。
計画していた教職員セキュリティポリシーが作成できていない。セキュリティ対策向上に向け、教職員
セキュリティポリシーの作成及び個々の教員へのＩＤ付与に取り組まなければならない。
今後のＩＣＴ環境整備を見据えて、学校に配置するパソコンをタブレットとして活用できる機能を持った
機種とする必要がある。
Ⅲ

方向性

Ｈ２９

主管課

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 教職員セキュリティーポリシーの作成については、ボリュームがあり、専門性も求められるこ
内容 とから、平成３０年度に概要版を作成し、平成３１年度に本編を作成する。
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新学校給食センターの整備の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｃ

主管課

学校給食課

・ＰＦＩ※事業導入のためのアドバイザリー業者選定準備
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

先進市の視察（埼玉県ふじみ野市なの花学校給食センター、川越市菅間第二学校給食センター）、
取組状況 インターネットの活用等により得た情報をもとに、アドバイザリー業者選定委員会の設置要領、委託業
者選定要領、業務委託仕様書、企画提案書提出要領等の精査に取り組んだ。
また、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）、平成３０年１月から同年５月まで（月１回（３月のみ２回）、全６回）に参加し、知識の向上に
努めた。
建設予定地内の地質調査（予備調査）を実施した。

課

題

武蔵引田駅北口土地区画整理事業の進捗状況が、給食センター整備に影響を及ぼすことから、担
当部署との連絡調整を密にすることが重要である。
ＰＦＩ事業は、ＰＦＩ法及び同基本方針並びにそれらを実施するための各種ガイドラインに沿って、複雑
な事務を確実に進めていかなければならないため、適正な人員配置等の体制整備が必要である。
Ⅱ

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
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基本施策 １１ 教育の機会均等などの確保

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【指導室】
○ 各学校の状況に応じて日本語指導講師や通訳を配置し、日本語能力が不十分な児童・生徒に
対して充実した日本語指導を実施し、日本の生活への適応や日本語の習得を進めます。
【教育総務課】
○ 就学援助及び育英基金の制度について広く周知します。また、周知方法の検証と改善を行い
ます。
○ 就学援助制度について、保護者の経済的支援を鑑み、検証等により必要に応じて制度の改善
を行います。
○ 小・中学校に遠距離から通学する児童・生徒の保護者に通学定期代を補助金として交付し、経
済的負担を軽減します。
○ 小宮地区から五日市小学校に通学する児童のために、スクールバスを運行します。
○ 様々な事情により、配慮が必要な児童・生徒の就学について、区域外就学等の措置により必
要な教育環境を提供します。

○中期ビジョン状況評価
担当部署 【指導室】【教育総務課】
評価
【指導室】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【教育総務課】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【指導室】
外国人児童･生徒が言葉の問題で学習に遅れが生じたり、人間関係に関する問題が生じたりしないよう、予算を
確保し、早期に派遣要請に対応できるようにする。

【教育総務課】
就学援助費、特別支援教育就学奨励費及び育英資金について、十分な周知と制度に基づいた適切な実施によ
り、経済的な理由により就学困難な児童・生徒等の教育の機会均等を図った。さらに、就学援助の新たな取組とし
て、小学校入学前年度及び中学校進学前年度の３月に、新入学児童生徒学用品費を支給したことにより、入学準
備にかかる保護者の教育費への負担軽減が図れた。
また、統合により、遠距離通学となった児童の通学手段を確保するため、スクールバスを運行するとともに、路線
バス通学児童・生徒の保護者の負担軽減のため、遠距離通学費補助金交付要綱に基づき、通学定期券購入費を
補助した。
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審査基準に基づき適切に対応し
た。
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○ 事務事業の点検及び評価
外国人児童・生徒への支援の実施
43
【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

主管課

指導室

・日本語指導講師の予算確保と学校派遣
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

日本語指導講師の予算を確保した。
学校からの派遣要請はなかった。
課

題

日本語指導講師用の予算を確保し、学校からの派遣要請があった場合に対応できるようにする。
Ⅱ

方向性
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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
教育の機会均等の確保
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

教育総務課

・就学援助及び育英資金制度の実施
・就学援助及び育英資金制度について研究・検証
・新入学児童生徒学用品費等の就学・進学前年度支給開始
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

就学援助費制度の周知については、３月中旬に中学３年生を除く全小・中学生に、お知らせと申請書
を配付するとともに、新１年生については、入学式後に配付した。また、市広報やホームページに掲載
し、制度の周知徹底を図った。さらに、転入者については、その都度窓口で周知した。
新たに取り組んだ、新入学児童生徒学用品費の就学・進学前年度支給については、次年度中学校
に進学する児童の分は、小学校６年生の支給費目に加えていることを分かりやすくお知らせに表記し
た。また、次年度小学校に入学する児童については、就学時健康診断の通知にお知らせと申請用紙
を同封することで、入学予定者の保護者に漏れなく周知した。さらに、市広報やホームページに掲載す
取組状況 るとともに、転入者については、対象児童がいる場合その都度説明を行い周知した。
【平成２９年度実績 支給対象児童数５１５人、支給対象生徒数３２４人、支給対象世帯数５４１世帯】
【新入学児童生徒学用品費等の就学・進学前年度支給実績
小学校就学児童 ４６人、中学校進学児童 ７９人】
就学援助費を支給することで、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者が負担する教育に
かかる経費の負担軽減を図った。
育英資金制度については、市ホームページで周知を行った。窓口で相談はあったが、平成２９年度の
新規貸付者はなかった。
【平成２９年度中の償還修了者３人、平成２９年度末の償還者３人】

課

題

全国的に低所得者の増加が叫ばれる中、本市の育英資金制度は、ここ数年新規貸付者がいない状
況にある。日本学生支援機構等、他制度の利用を優先しているため、本市に申込みがないと推察する
が、引続き育英資金の制度について周知を図る必要がある。
Ⅱ

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
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遠距離通学に対する支援
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

主管課

教育総務課

・通学定期券購入費補助の実施
・スクールバスの運行
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

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、通学定期券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
取組状況 の安全管理のため、１学期の間、通学指導員を配置した。
【平成２９年度実績 支給対象児童数 ２０人、支給対象生徒数 ９人】
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。
【スクールバス乗車対象児童数 １１人】
課

題

遠距離通学者に対する支援事業を円滑に実施するには、遠距離通学者数の増減などの状況変化を
想定し、それらに適した事業形態の研究を継続して行う必要がある。
Ⅱ

方向性
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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
実態に配慮した就学の確保
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

教育総務課

・区域外就学※や居住の実態等による就学の機会の確保
・ニーズに基づき教育環境の差異に配慮した学校の指定
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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審査基準に基づき審査を行
取組状況 い、審査結果に基づき適切に対応した。
また、事情により住民票の異動ができない転出入については、情報管理に留意し、居住の実態に基
づき就学の機会を確保した。
【平成２９年度区域外就学者数 小学生 ３７人、中学生 １６人】
【平成２９年度指定学校変更者数 入学時 小学生 ７８人、中学生 ９１人 年度内 小学生 ４１人、中学生 ２５人】
【平成２９年度居住の実態による就学者数 小学生 １９人、中学生

課

題

指定学校変更において、変更の意向が通らない保護者から毎年強い要望を受ける。
特に、中学校進学時に部活動に関して、制度の範囲を超えて保護者から強い要望を受けることがあ
る。
Ⅱ

方向性

１人】

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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基本施策 １２

学校安全安心対策の強化

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【教育総務課】
○ 警察署や市関係部署との連携を密にし、学校安全体制作りに努めます。
○ スクールガードリーダー及び交通安全推進員を配置し、児童・生徒の安全確保に努めます。
○ 学校安全推進会議及び学校安全講習会を計画的に実施し、地域、保護者、関係機関等が連
携した地域ぐるみの児童・生徒の安全対策の充実を図るとともに、学校安全ボランティアの活
動を支援します。
○ 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、繰り返し訓練と検証を実施することで、災害対応力を高めま
す。
○ 災害時に児童・生徒を学校に留め置いた時のための食料（アルファ化米と飲料水）と毛布を各
学校に備蓄します。
○ 日常生活における安全対策をはじめ各種災害に対する安全対策について、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。
○ 市内各小学校の通学路に５台の防犯カメラを設置する計画に基づき、残り１５箇所に防犯カメ
ラを設置します。
【指導室】
○ 児童・生徒たち自身に犯罪や事故、災害等の危険を予測し回避する能力や、他の人や社会の
安全に貢献できる資質や能力を育てる安全教育を充実します。
○ 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、児童・生徒に計画的に安全指導を行い、児童・生徒に自
助・共助の能力と態度を育てます。

○中期ビジョン状況評価
担当部署 【教育総務課】
評価
【教育総務課】
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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０
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Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【教育総務課】
学校安全推進会議を１学期と３学期、学校安全講習会を１学期と２学期、それぞれ２回開催した。その中で、１学
期に開催した学校安全推進会議と学校安全講習会ついては、３月に千葉県で発生した登校時の児童殺害事件を
受け、通年より早く開催し、学校、地域、市や関係機関がさらに密接に連携し、子ともたちを見守る体制を強化する
ことを確認した。さらに、事件現場周辺の写真を使用した、見守り活動のポイントについての講義を受けた。このこと
により、見守り活動の実践に必要な知識・技能の修得や向上の機会となった。
警察官OBをスクールガードリーダー※として委嘱し、その経験を活かした学校や通学路の巡回パトロールやボラ
ンティアへの助言・指導等を実施した。また、主要交差点等において、保護者による対応が困難であり、大人の目
が必要と思われる場所へ交通安全推進員※を配置し、児童・生徒の通学時の安全確保に努めた。
東京都の補助金を活用した、各小学校の通学路に５台の防犯カメラを設置する事業では、平成２９年度末までに
１５台の防犯カメラを設置したことにより、目的数量である５０台の防犯カメラの設置が完了した。また、警察からの
捜査協力依頼に対して行なった画像データ提供は９件あり、「あきる野が設置又は管理する防犯カメラ等の運用に
関する要綱」に基づき対応した。
市の道路管理担当、交通担当及び所轄警察署交通規制係と月に１度実施する市内道路の合同点検において、
学校から報告される危険箇所等を確認し、必要と判断できる箇所から改善を図ったことにより、学校からの報告件
数が減少しており、成果が伺える。今後も継続して実施する。また、平成２９年４月から、登校時と夕刻時に青色回
転灯付車両による巡回パトロールを学務係職員で月に５日実施するとともに、徒歩や自転車で通勤する市職員に
呼びかけ、腕章を付けた通勤時の見守り活動を平成２９年６月から４４人に賛同を得て実施した。
学校防災マニュアル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。

○ 事務事業の点検及び評価
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児童・生徒の安全確保・安全指導の推進

【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

教育総務課 ・
指導室

・学校安全推進会議及び学校安全講習会の実施
・スクールガードリーダー※及び学校安全推進員の配置
・学校安全ボランティア活動支援
・月１回の安全指導日を中心とした安全指導の実施
・各学校における避難訓練や防災訓練、交通安全教室や防犯教室、セーフティ教
室※等の実施
・各学校における地域安全マップ※の作成等による犯罪被害防止教育や「３．１１を
忘れない※」、防災ノート「東京防災」※などの教材を活用した防災教育の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

学校安全推進会議を１学期と３学期で２回、学校安全講習会を１学期と２学期で２回開催した。なお、
１学期の学校安全推進会議と学校安全講習会ついては、３月に千葉県で発生した登校時の児童殺害
事件を受け、従来７月に実施していたものを６月８日に実施し、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、見守り活動に係る基本的な知識・技能を修得する機会とした。
警察官OBをスクールガードリーダとして３名委嘱し、各担当地区において学校や通学路の巡回やボ
ランティアへの助言等を行った。 【活動日数 １４４回／３人】
また、通学路の主要交差点等、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し、児童・
生徒の通学時の安全確保に努めた。
東京都の補助金を活用した、各小学校の通学路に５台の防犯カメラを設置する事業について、残り
１５台の設置が完了したことに伴い、計画通り、市内通学路に５０台の防犯カメラの設置が完了した。
各学期の初めに、低学年児童の下校時刻に合わせて１０日間の車両巡回パトロールを教育委員会
職員で実施した。
小学校ごとに登録して活動して頂いている学校安全ボランティアについて、学校規模に関わらず、登
録人数が極端に少ない学校がある。従事者の固定化と高齢化等が主たる要因と思われる。新たな協
力者の発掘を学校や地域と連携し進める必要がある。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課

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
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児童・生徒通学安全対策の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ａ

主管課

教育総務課

・通学路の安全点検と対策
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

学期ごとに小・中学校が通学路の安全点検を実施した。その結果を報告書として受け取った。
各学校からの報告書で、危険等の指摘があった箇所については、平成２９年２月から実施している、
市の道路管理担当部署、建設担当部署、交通担当部署及び所轄警察署交通規制係と月に１度実施
する、市内道路の合同点検時に現場確認を行った。その際、対策の可否や必要の有無について協議
取組状況 を行い、改善が必要な場所について、できるところから改善に努めた。このことから、学校から報告され
る危険箇所については減少している。
【危険箇所等の報告数 平成２８年度 １４件、平成２９年度

５件】

経年劣化により表示が薄れていた市内４２箇所の通学路表示看板について、表示の更新を行った。
また、新たな取組として平成２９年度は、４月から学務係職員による、青色回転灯付車両による巡回
パトロールを登校時及び夕刻時に、月５回程度、概ね週１回の頻度で実施した。さらに、６月からは、
徒歩や自転車通勤している職員等に、腕章を装着した通勤時の見守り活動の参加を呼びかけ、４４人
の賛同者により実施した。
協働の街づくりの観点から、地域へ協力を願うばかりではなく、市職員も勤務時間外において、でき
る範囲で携わることが必要と考えることから、市職員の賛同を得て実施している通勤時の見守り活動
について、賛同者の拡大を進める必要がある。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
防災対策の推進
教育総務課
49
・小・中学校と連携し大規模地震対応訓練を実施
【２９年度取組
・他地区の訓練内容等を参考に防災行動力の強化に向けた検討
内容（目標）】
・配備計画に基づいた食料等の学校への備蓄
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
学校防災マニュアル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平成２９年５月１０日（水）に実施した。主な訓練
は、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引渡訓練、PHS電話と防災行政無線
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通信訓練、アルファ化米を作成
し試食する給食訓練などを実施した。
取組状況
【参加者数 小学校 ９，００２人、中学校 ４，３８５人、教育委員会 ２３人、 計 １３，４１０人】
課

題

災害時に学校へ留置く児童・生徒及び教職員のために飲料水、アルファ化米及び毛布の備蓄を行っ
た。
備蓄については、児童・生徒及び教職員の３割を学校に留置いた際の１日分の数量としており、平成
２５年度から平成２９年度まで、５か年をかけて目標数量に達するよう、計画的に購入し各学校に備蓄
している。
【平成２９年度購入数 アルファ化米(５０食) ２４箱、水(２L） ５６箱（６本入）、毛布 ３３０枚】
このことにより、各学校の目標備蓄数量を満たすことができた。
課

題

平成３０年度には、備蓄を始めた平成２５年度に備蓄したアルファ化米と保存水が保存期限を迎える
ことから、備蓄数量を維持するため、アルファ化米と保存水の更新が必要となる。また、今後は毎年更
新していくこととなる。このため、保存期限が終了するアルファ化米と保存水については、廃棄するの
ではなく、訓練時などで各学校が有効に活用できるよう使途を示す必要がある。
Ⅱ

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
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基本施策 １３ 学校支援体制の強化
７年間の目標
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
【長期ビジョン】
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
平成２６年度～
支援します。
平成３２年度
○ 学校支援地域本部事業を実施している６校（一の谷小、多西小、屋城小、増戸小、前田小、南
秋留小）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
する取組を充実させます。
４年間の目標 ○ 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ニー
【中期ビジョン】
ズを把握し、支援の充実を図ります。
平成２９年度～
平成３２年度

○中期ビジョン状況評価
担当部署 【生涯学習推進課】
施策評価
【生涯学習推進課】
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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【生涯学習推進課】
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ている。
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するとともに、学校支
援地域本部を設置した６校（一の谷小、多西小、屋城小、増戸小、前田小、南秋留小）では、学習支援や登下校時
の安全指導などの取組により、地域全体で学校教育を支援する体制の強化を図ることができた。
なお、当該事業は、市民との協働による取組となるため、引き続き、コーディネーターとなる地域の方々の人材確
保と後継者の育成が課題である。

○ 事務事業の点検及び評価
学校支援地域本部※事業の充実
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・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
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

一の谷小、多西小、屋城小、増戸小、前田小、南秋留小の６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への支援を行った。
また、地域教育協議会を開催し、学校と地域の連携、人材の発掘や育成などについて協議し、各学
校の取組について情報交換を行った。
課

題

未実施校への意向調査を行い、当事業への理解と新規学校の参入に向けた課題等の抽出を行う必
要がある。また、コーディネーターの後継者などの人材確保が課題である。
Ⅱ

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
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基本施策 １４ 教育情報の提供
７年間の目標 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
【長期ビジョン】 るよう、教育全般に係る様々な情報を広く提供します。
平成２６年度～ 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
平成３２年度 会の充実を図ります。

４年間の目標 ○ あきる野の教育に関心を持ち、様々な形で参加する機会につながるように、紙面の充実を図り
【中期ビジョン】
ます。
平成２９年度～ ○ あきる野市民はもとより、広くあきる野の教育を発信できるよう、発信方法について検討と改善
平成３２年度
を行います。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【教育総務課】
中期ビジョンの進捗状況
【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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【教育総務課】
広報教育あきる野「一房のぶどう」を年３回発行し、市内を対象に新聞折込による配布、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なった。また、市のホームページへ掲載し、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発信した。
他市の広報紙を参考に紙面サイズと様式、ページ数、カラー印刷、発行回数などの検討を行なった。掲載内容に
ついては、学校教育から生涯学習まで広範囲に渡ることから、掲載のタイミング、見た目を含めた分かりやすい文
書とレイアウトなどの課題が確認できた。改善には予算措置も関わることから、平成３２年度からの新様式による発
行に向け、発信方法も含め、さらに研究する必要がある。
平成３０年度の発行に向け各課に掲載記事に係る調査を行い、発行時期や掲載内容の計画を立てるとともに、広
報紙掲載用の事業写真などの準備が円滑に行えるようにし、掲載内容の充実に向け取り組んだ。

○ 事務事業の点検及び評価
教育広報による教育情報提供の充実
51
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

教育総務課

・教育広報誌の発行
・発行回数・レイアウト・発信方法の検討
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 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

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。
各号２４，５００部を発行部数し、市内を対象に新聞折込による配布、希望者への郵送、市施設への
取組状況 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し、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発信した。
他市から送られてくる教育広報や他機関が発行するパンフレットなどを活用し、紙面活用方法につい
て検討を行った。
記事の内容、書式や規格、レイアウト等の要望や改善点を把握するため、読者へ教育広報に対する
意見を求める記事を各号に掲載した。
【平成２９年度に、寄せられた意見や要望なし。】
課

題

他市の広報誌などを参考に検討を行ったことで、掲載記事の充実や大きい字と分かりやすいレイア
ウトなど必要な改善点が見えてきたが、そのためには発行回数やページ数を増加するなど、現在の仕
様を大きく変更する必要がある。
また、教育広報の発信方法についても、継続して調査・研究する必要がある。
Ⅱ

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
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基本施策 １５ 生涯学習活動の推進

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６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。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【生涯学習推進課】
○ 生涯学習推進体制の整備を進めるとともに、平成２７年度に改定した生涯学習推進計画に基
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・設備を適正に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】
○ 図書館の目指すべき方向性、サービスの理念、目標等を定めた「図書館基本計画」を策定し、
計画に沿った図書館運営と評価を実施します。
○ 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。
○ 資料のＩＣタグ※化と自動貸出機など関連機器の活用により、利便性の向上と適正な資料管
理、効率的な資料提供を推進します。
○ 広域・大学等の図書館との連携事業については、市民への周知に努め、利用の促進を図りま
す。
○ 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、図書館及び図書館の資料を活用することが困難な方にも、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
担当部署 【生涯学習推進課】【図書館】
評価
【生涯学習推進課】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【図書館】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｃ

Ｈ３０
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Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【生涯学習推進課】
生涯学習推進計画学びプランⅢに基づき、市内関係団体や関連部署との連携を図りながら、各種事業を展開し、
生涯学習の推進を図るとともに、当計画の進捗状況を把握するため、関係部署への調査を実施し、各種事業の状
況について検証を行った。また、「生涯学習人材バンク※」の活用や、生涯学習コーディネーター※の会など市民との
協働による学習機会の提供に努め、生涯学習の成果を地域に還元する取組が進められているほか、社会教育関
係団体への登録や、ホームページ等を活用した登録団体の情報発信、社会教育関係団体で組織する連絡協議会
的団体に対する活動費の一部補助など、生涯学習活動を行う団体の育成・支援を行うとともに、団体と連携した生
涯学習の推進を図っている。
引き続き、各種事業の参加者を増やして成果の拡大を図るため、市民のニーズや地域性を把握したより魅力の
ある企画の開拓や、「生涯学習人材バンク」や生涯学習活動を行う団体の情報発信を強化し、より多くの団体に活
用してもらえるよう取組を進める必要がある。
また、公民館では、ＮＨＫ学園や高校、大学など、学習教育機関等との連携協力により、各種生涯学習講座を開
催して市民の学習機会の拡大を図るとともに、公民館事業の内容や講師選定の充実にもつながり、より質の高い
学習機会の提供に寄与している。
各講座に関しては、ＮＨＫ学園との共催事業の実施やボランティアによる事業の増加などにより充実を図っている
ほか、市民企画講座を実施し、生涯学習事業への市民参画を推進するとともに、学習の成果を生かす機会や場を
提供することができた。
市民解説員養成事業では、地域の歴史や文化について専門的な知識を持つ解説員を養成し、通算登録者数
１００人を達成している。継続した事業が着実に実を結んでおり、学びの成果を生涯学習施設等における解説や市
内探訪の事業、寿大学の講師などで還元しており、「知の循環型社会※」の構築に寄与している。
寿大学では、秋川校、五日市校ともに参加者による役員会を組織して講座・行事の内容選定及び評価を行うな
ど、自主的な学びに配慮した運営に努めるとともに、講座内容を工夫して高齢者の知識向上、社会参加、相互交流
が図られている。
課題としては、より質の高い生涯学習の機会を、より多くの市民に継続して提供し、主体的に活動できる市民の学
習を支援していく必要がある。
寿大学については、登録者数が多く会場の席数に余裕が無いため、申込者の受け入れ体制や会場、実施方法
等について検討する必要がある。 また、ＩＴボランティアや各種講座の講師が高齢化していることに伴い、新たな講
師の育成や確保をするとともに、講座の運営方法についても検討する必要がある。
施設・設備については、利用者が安心・安全に利用できるよう、老朽化した施設・設備の計画的な整備が課題で
ある。

【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※のコンテンツを追加し、市民との協働のまちづくりにおける地域の課題解決や、「知の循環型社会」の
実現に向けた情報の発信・提供を行った。
図書館の広域連携・大学図書館連携においては、市民に提供できる資料は増加したが、利用状況の偏りや、連
携先の更なる拡大が難しくなっているなどの課題がある。このため、既存の連携事業の制度や内容の周知に努
め、利用率向上の取組を推進する必要がある。
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ＣＤについ
て、３ヵ年計画の２年目として取組み、セキュリティの強化と円滑・迅速な提供に寄与している。
自動貸出機は、利用率向上のため、継続して周知する必要がある。
ハンディキャップサービス※については、ボランティアの協力が不可欠であることから、今後も継続的に講習会を開
催しＤＡＩＳＹ※化の技術の向上を図る等、市民との協働の場づくりとしてその育成と支援をすすめる。また、病気や
怪我などで図書館への来館が困難な方等へのサービスのひとつである「郵送・宅配サービス」のＰＲを積極的に行
い、すべての人が図書館サービスを受けられるよう、継続して取組を進める。
「図書館基本計画」については、他計画との整合性及び関連性について明確にし、策定に取組む。

45

○ 事務事業の点検及び評価
生涯学習推進計画の推進
52
【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・生涯学習推進計画の推進
・進捗状況調査
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

生涯学習推進計画学びプランⅢに基づき、市内関係団体や関連部署との連携を図りながら、各種事
業を展開し、生涯学習の推進を図った。また、当計画の進捗状況を把握するため、関係部署への調査
を実施し、各種事業の状況について検証を行った。
課

題

「知の循環型社会※」の構築に向け、市民の生涯学習の更なる振興を図る必要がある。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課 生涯学習推進課
学習教育機関等との連携・協力による事業の推進
53
・ＮＨＫ学園と連携した生涯学習事業の推進
【２９年度取組
内容（目標）】
・高校や大学との連携をした事業の推進
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
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により実施
した。
取組状況
【平成２９年度実績 ５９２講座（前年比２５講座減）、受講者数延べ２１，２４３人（前年比２，３３５人減）】
今年度も、中央公民館を会場とし、定期講座「あきる野de手ごねパン教室」、「お父さんの料理教
室」、一日講座「ケーキ屋さんが教える チョコマーブル・チーズケーキ」等を実施し、あきる野市の特色
を生かした講座の開発に努めた。
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、充実した内容の講座が開催できた。
課

題

市民ニーズの把握等に努め、著名な講師や良質な内容の講座を企画して、より多くの市民に生涯学
習の機会を提供していく必要がある。
Ⅱ

方向性

54

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
民間教育事業者との連携・協力体制の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・各種団体等との連携・協力の充実
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

生涯学習コーディネーター※の会との連携を図り、人材バンク等を活用した講座を実施し、学びを地
域に還元する仕組みづくりと市民の学習機会の拡大に寄与することが出来た。
「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
対象とした和太鼓のコンサートを実施したほか、ワークショップでは、実際に和太鼓をたたく体験なども
行った。

引き続き、協力団体との連携を図りながら、市民のニーズや地域性を把握し、より魅力のある事業を
提供していくことが必要である。
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
Ⅱ
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
変更
内容
課

題
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55

主管課
図書館の広域的連携の推進
図書館
・西多摩広域行政圏８市町村図書館連携
【２９年度取組
・近隣自治体連携
内容（目標）】
・大学図書館連携
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｃ

取組状況

課

題

西多摩地域広域行政圏８市町村図書館連携事業では、しおりを作成し、全館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、情報交換、研修会を実施し、課題
の共有と相互理解に努めた。
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、利用案内、
ホームページなどによるＰＲを継続実施している。
連携事業の内容や各図書館の利用案内等の周知に努め、連携組織全体で利用実績を向上させる
取組が必要である。
Ⅱ

方向性

56

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
寿大学の開催
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

57

取組状況

Ｂ

・寿大学秋川校、五日市校の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

寿大学秋川校は登録者７１５人、秋川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８，９００人であった。また、寿大学五日市校は登録者１２９人、まほろばホールを主会場に１７回の
講座を実施し、受講者数は延べ１，５６５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。
秋川校・五日市校ともに登録者数が多く、会場の席数に余裕が無いため、申込者の受け入れ体制や
会場、実施方法等の改善について検討する必要がある。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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
主管課 生涯学習推進課
公民館における各種講座の充実
・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
【２９年度取組
内容（目標）】
・各種講座等の内容の充実
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
市民の生活を心豊かにするための機会として、市民大学３講座（延参加者７７人）を実施した。また、
平成２９年度の新たな事業として、青少年の学習意欲の向上と豊かな成長を図るため、青少年教室
「宇宙学校あきるの」、「チャレンジ！今日から君も宇宙飛行士」、「生地から簡単！ピザ作り」の３講座
（延参加者１６８人）を実施した。
さらに、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」５回（延参加者５４６人）を実施した。
また、ＩＴボランティアによる「パソコンＱ＆Ａ」は、５月から２月まで２２回（延参加者８８人）実施した。

今後も、青少年教室の充実を図るとともに、公民館講座に、若年層を含め、より幅広い世代が参加で
きるような魅力ある講座を企画する必要がある。高齢化が進んでいるＩＴボランティアの充実を図るた
め、養成講座を実施する必要がある。
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
Ⅱ
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
変更
内容
課

題
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58

障がい者等への図書館サービスの向上
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

59

取組状況

Ｂ

図書館

・対面朗読の実施
・録音資料の製作、郵送
・機材貸出サービスの実施
・郵送等による貸出サービスの実施
・図書館製作資料のDAISY※化
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

活字による読書が困難な利用者に対し、録音図書の貸出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、協働で取り組む
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引き続き進めた。
「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り、ＰＲしていく必要がある。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課

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
主管課 生涯学習推進課
生涯学習推進体制の整備
・生涯学習推進本部、生涯学習推進市民の会議の開催・運営
【２９年度取組
内容（目標）】
・生涯学習コーディネーター※の会の運営支援
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

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生涯学習シン
ポジウム、市民向け講座としての市民ふれあい塾を実施した。
また、各課における生涯学習推進計画学びプランⅢの進捗状況について調査及び取りまとめを行
い、生涯学習推進本部及び生涯学習推進市民会議の開催に向けた諸準備を行った。
課 題
「知の循環型社会※」の構築に向け、市民の生涯学習の更なる振興を図る必要がある。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
図書館資料の整備
図書館
60
・資料へのＩＣタグ※貼付の推進
【２９年度取組
・資料管理部会による蔵書構成の調整と選書
内容（目標）】
・寄贈資料・リユース資料の活用
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
取組状況

課

題

五日市図書館の開架のＣＤ（約４，６００枚）のうち、約２，８００枚についてセキュリティケース化を実
施。ケースにＩＣタグを貼付することにより、資料の適正な管理、円滑・迅速な提供が可能となった。
資料部会において図書館資料の選定を適正に行うため、図書館資料選定会議の要領を作成した。
それに基づき月の第２、４木曜日に選定会議を実施し、各館の蔵書構成・選書の調整を行った。
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、市民から提供を受けた寄
贈・リユース資料を活用し、資料の整備を行った。
各館が適正な資料を所蔵するよう、選定会議を円滑に実施し、資料の充実を図ることが必要である。
Ⅱ

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
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61

図書館資料提供事業の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

主管課

図書館

・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
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

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と情報の提供を４館で実施
し、個人貸出は６７７，７５８点あった。
図書館間相互貸借により、あきる野市から都内外他自治体図書館へ２，９２０冊貸出し、国立国会図
書館、都・県立図書館、大学図書館、他自治体図書館からあきる野市へ４，１８２冊借用し提供した。
あきる野市に所蔵の無い資料の所蔵照会を５２件行った。
課

題

協力貸出・相互貸借等は市民に定着してきているが、それに併せて資料の弁償件数も増えているこ
とから、その取扱について、利用者に周知徹底する必要がある。
Ⅱ

方向性

62

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
地域・行政資料の収集と情報提供の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課

図書館

・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※コンテンツの追加公開
・五日市憲法草案発見５０年記念特別展の企画
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

地域・行政資料については９７０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
取組状況
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各館で役割分担し、３，２９１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「あきる野市のゆかりの人々」に１点、「秋川渓谷観光ポ
スター」に２点、追加公開した。
五日市憲法草案発見５０年記念特別展については、国が推進し、市でも事業展開する「明治１５０年」
関連事業として位置づけ、中央図書館では春のギャラリー展示と秋の特別展、各館では「明治１５０
年」にちなんだ展示等を実施するほか、記念品として軍道紙を使用したしおりの配布を企画した。
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みが必要であ
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
Ⅱ
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
変更
内容
課

題

49
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図書館レファレンス※事業の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

Ｈ２９

主管課

図書館

・レファレンス研修の充実
・使い方講座内容のＨＰ掲載
・パスファインダー※の作成
・あきる野ふるさとはかせの作成・配付
・レファレンス事例集の作成
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｃ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

市民の生涯学習活動の支援と図書館資料の利用推進のため、全館でレファレンスを受付け、今年度
は１８，１８１件の利用があった。また、庁内からのレファレンスは１１件あり、資料提供等による問題解
決の手助けを行った。
レファレンス研修は、スタッフのスキルアップを目的として延べ５人参加した。
使い方講座内容のHP掲載については、HP掲載用データへの編集作業が遅れている。
パスファインダーは、「あきる野市図書館パスファインダー」として、「法律編」と「ビジネス編」の２点を
作成し、館内配布及びHPへ掲載した。
「あきる野ふるさとはかせ」を、２テーマ作成し発行した。
レファレンス事例集は各館において受け付けた事例を共通の様式に入力した。

題

市民にレファレンスサービスを有効に利用してもらうために、サービスのPRが必要である。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
図書館の電子情報提供の推進
図書館
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

・インターネット情報検索端末の提供
・国立国会図書館電子化資料送信サービスの活用
・Wi-Fi拠点の提供（中央）
・電子書籍の検討
・商用データベースの提供
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

インターネット情報検索端末は、中央図書館の端末を８台から４台に削減してＷｉ－Ｆｉ提供拠点に切
替え、経費を削減しながら、新たなサービスの提供を開始し、１，２１０件の利用があった。インターネッ
ト情報検索端末は４館で８，８０４件の利用であった。
国立国会図書館電子化資料送信サービスは４４件、商用データベースは６本の合計で８０件の利用
があった。
電子書籍の導入について検討を行ったが、コンテンツの制限や偏り、1ｱｸｾｽあたりの価格設定等か
ら、現状では導入できる状況にないことを確認している。
課

題

電子書籍については、継続して情報収集して検討が必要。
Ⅱ

方向性

65

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
公民館施設・設備の整備・充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・施設・設備の適正な維持管理
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

平成２５年度から公民館施設の維持管理業務及び窓口業務について指定管理者※制度を導入した。
施設の維持管理については、定期的に打合せを行うなど、指定管理者と協力し、適正な維持管理に
努めた。
利用者が安心・安全に公民館施設を利用できるよう、老朽化した施設・設備の計画的な整備が課題
である。
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
Ⅱ
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
変更
内容
課

題

50
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図書館施設・設備の整備・充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

主管課

図書館

・施設・設備の適正な維持管理
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

各施設においては、専門業者による保守点検を実施し、図書館施設や設備機器、利用者サービス関
連機器等の適正な維持管理に努めた。また、職員による日常点検等を行い、劣化箇所の早期発見、
取組状況
早期対応により、幅広い年代の方が、安心・安全に利用できるようを施設・設備の維持管理を実施し
た。
中でも、利用者の安全に配慮し、中央図書館と五日市図書館の自動ドアの修繕をはじめ、中央図書
館の外構補修と立体駐車場の接続部補強を継続して実施するとともに、快適に図書館サービスの提
供が受けられるよう、東部図書館エルの空調設備改修工事や五日市図書館の書庫内簡易リフトの交
換工事を行った。
課

題

利用者が安心･安全に利用できるよう、施設・設備の計画的な整備が必要である。
Ⅱ

方向性
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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
生涯学習コーディネーター※の育成
【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・養成講座の開催
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

生涯学習コーディネーター養成講座（全８回）を基礎講座と実践講座に分けるなど、より市民が参加
しやすい工夫を行い、開催した。
生涯学習コーディネーター養成講座の受講者が少ないため、講座の周知方法等の見直しを行うな
ど、受講者の増加につなげるための改善が必要である。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課 生涯学習推進課
生涯学習人材バンク※の充実
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・登録者の募集
【２９年度取組
内容（目標）】
・登録者の活用方法検討
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
取組状況
課

題

生涯学習人材バンク登録者の更新を行った。
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」等の生涯学習講座の講師として、登録者の活用を図った。
課

題

方向性

新たな団体や市民に活用してもらえるよう、広く周知していく必要がある。
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
Ⅱ
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

51

69

主管課 生涯学習推進課
市民解説員養成事業の推進
・市民カレッジ講座（２年間）の実施
【２９年度取組
・市民カレッジ公開講座の実施
内容（目標）】
・市民カレッジ講座受講生の増員
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

取組状況

課

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回の計７科目２８回を実
施し、延べ７８人がそれぞれの科目を受講した。
市民カレッジ人材養成講座の市民解説員専門講座では、自然史、伝統産業、中世史を各１回の計３
講座を実施、延べ７０人が参加した。
市民に学習の機会を提供し、「市民カレッジ」のＰＲと市内の歴史・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「海の古脊椎動物、陸の古脊椎動物～あきる野の第三紀と第四紀～」（参
加者４７人）を実施した。

題

講師の高齢化に伴い、新たな講師の確保や講座の運営方法等について検討する必要がある。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
図書館ボラ
図書館
図書館ボランティアの育成
70

【２９年度取組
内容（目標）】

評価

取組状況

課

題

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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。、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
資料の充実を図った。
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。絵本の読み聞かせ講座を実施した。
書架整理ボランティアは、延べ９８人の活動があり、資料が探しやすくなることで利用者サービスの向
上に繫がっている。また、新たに書架整理ボランティアとして活動してもらうために、養成講座を実施
し、１人が受講した。
本の修理ボランティアは、延べ１２２人の活動があり、破損した資料の修理を行うことで次の利用に供
することができるため利用者サービスの向上に繋がっている。
技術や知識のスキルアップと、高齢化による新たな人材育成を図る必要がある。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

・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
・本の修理ボランティア養成
・新規ボランティアの検討
・フォローアップ支援

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

52
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生涯学習活動の支援
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

72

・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
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

社会教育関係団体の行う事業の振興を図るため、あきる野市社会教育関係団体として登録した団体
で組織する連絡協議会的団体に対して、予算の範囲内でその活動費の一部を補助し、市民の社会教
育活動を支援した。
また、社会教育関係団体への登録希望については、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。
各団体の活動の機会の拡大や周知の充実など、団体の組織の強化、活動の更なる振興を図る方策
について検討する必要がある。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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
主管課 生涯学習推進課
市民企
市民企画講座の開催の支援
・市民企画講座の実施
【２９年度取組
・講座数・講座内容の充実
内容（目標）】
・共催団体数の拡大
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ａ

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、市民企画講座の募集を実
施。
社会教育関係団体等８団体及び１個人より、市民の生涯学習活動への積極的な取り組みが感じられ
取組状況 る１０講座の応募があり、実施団体へのヒアリング及び、社会教育委員の会議での意見を聞き、９講座
を採択した。
「あめジイの科学あそび」（延参加者３７人）、「みんなで楽しく童謡・唱歌を歌いましょう」（参加者８１
人）、「漢字の歴史を楽しく学ぶ」（延参加者７０人）、「７年目の福島」講演と写真展（参加者６５人）、「こ
んな公民館がいいね」（参加者２５人）、「日本国憲法を知る！感じる！語り合う！」（延参加者２６１
人）、「あきる野歴史散歩」（延参加者９２人）、「今、学校・家庭・社会生活に必要なものは！！」（参加
者２１人）、「ヴィオリンとピアノの演奏で唱歌やオペラのアリアをソプラノ歌声で楽しみまショー」（参加
者８４人）である。
実施団体数は、２８年度の４団体５講座から大幅に増加し、８団体９講座が実施でき、新規３団体を
加えることが出来た。
課 題
さらに多くの団体や様々な分野から提案されるよう、制度の周知をしていくことが課題である。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
図書館基
図書館
図書館基本計画の策定
本計画の策定
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【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

評価

Ｈ２９

Ｄ

・図書館基本計画の検討
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

多摩地区の基本計画策定状況調査を踏まえ、計画策定の方向性について検討を行い、基礎資料と
して、平成２３、２６、２９年度の来館者調査の数値分析、集計を行った。
課

題

他計画との整合性及び関連性について明確にし、策定に向け市民の意見の集約方法を検討する。
Ⅱ

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

53

基本施策 １６ スポーツの推進

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６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。

４年間の目標 ○ 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
【中期ビジョン】
状況を検証し、必要に応じて、見直しを図ります。
平成２９年度～
平成３２年度 ○ ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、各種スポーツイベントの実施など、市民が
スポーツに親しみ、支える活動に参画できる環境づくりを進めます。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【スポーツ推進課】
評価
【スポーツ推進課】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【スポーツ推進課】
「あきる野市スポーツ推進計画（平成２５年度～平成３２年度）」（以下、「計画」という。）では、スポーツの概念を広
く捉え、競技性のある種目以外の健康づくり活動や介護予防のトレーニングなどもスポーツと位置づけている。市
は、スポーツの振興を図るため、市体育協会、スポーツ推進委員、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おり、平成２９年度の市民アンケートによると、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％」に対し、実施率が６２％となり、順調に推進できてい
る。
また、スポーツ活動の機会の充実及び支援する環境の整備等は、トップアスリートによるスポーツ教室の開催や
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
きる環境づくりを計画的に実施できた。
今後のスポーツ振興の取組は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会により高まっていく市民のスポー
ツへの興味・関心を、大会終了後も維持向上させる事業展開が重要となってくる。
このため、これらのことを踏まえ、市民の代表や識見を有する者、社会体育関係者等の参画による「あきる野市ス
ポーツ推進審議会」において、今後の取組内容と平成３３年度の計画改訂に向けた審議、検討を行っていく。

○ 事務事業の点検及び評価
スポーツ推進計画の推進
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課 スポーツ推進課

・計画の推進と計画の進捗状況の検証
・市民アンケート調査の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

スポーツ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２８年度の取組状況及び平成２９年度の進捗状況を調査し、審議及び検討を行った。
また、平成２９年度は、計画の中間時点であることから、市民アンケートを実施し、推進状況等を把握
した。
課

題

平成２９年度に実施した市民アンケートの調査結果に基づき、目標達成に向けた推進体制や、平成３
３年度の計画改訂を見据えた検討をしていく必要がある。
Ⅱ

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

54

75

スポーツ活動の機会の充実
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

76

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

高齢者及び障がい者を対象とした事業の充実が課題である。主催事業だけでなく、市体育協会やス
ポーツ推進委員との連携を図りながら、新たな事業の取り組みについて検討する。
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
スポーツ施設の整備・充実
【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

・各世代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

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小中学
生ハンドボール教室や、市民指導員によるラジオ体操会及び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。

Ⅱ
方向性

Ｈ２９

主管課 スポ―ツ推進課

評価

Ｈ２９

主管課 スポーツ推進課

・施設の整備や附帯設備の整備・充実
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ 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

総合グラウンドテニスコート人工芝生化への改修工事や施設の簡易な修繕など、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い、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、緊急的な設備の修繕が生じている。引き続き、大規模改修なども視野に入れ
ながら計画的に整備・改修を行う必要がある。
Ⅱ

方向性

77

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
スポーツ活動を支援する環境の整備
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

・指導者の育成や総合型地域スポーツクラブ※の支援
・２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けた各種スポーツイベントの開催
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

スポーツ推進委員の主催により、ペタンクやターゲットバードゴルフの講習会を開催し、ルール等の
指導を行うことで指導者としての知識の向上を図った。
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の充実を図った。
東京都が主体となり産業祭において、パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」を開
催し、パラリンピック競技の理解促進を図った。
スポーツ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・協働し、幅広い世代を対象としたスポーツ指導者の育成を進
めていく。
また、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けた各種スポーツイベントを引き続き開催し、ス
ポーツに触れることのできる機会の増加を図っていく。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 スポーツ推進課

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

55

78

市の特性
市の特性を生かしたスポーツ推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

・豊かな自然環境を生かしたスポーツの推進
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

市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、スポーツ推進委員が主催す
るヘルシーウォーキングを実施し、春は２３人、秋は３３人が参加した。
また、都立秋留台公園を会場に小中学生駅伝大会を開催。秋留台公園とその付近の農道をコース
に、６５６人の秋川流域の子ども達が参加した。
参加者の増加を図るため、気軽に参加できる事業への取り組みが課題である。今後、豊かな自然環
境を生かした新たな事業についても検討していく。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 スポーツ推進課

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

56

基本施策 １７ 文化の振興
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
７年間の目標
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
【長期ビジョン】
の利用及び市民同士の交流の機会を促進します。
平成２６年度～
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
平成３２年度
進します。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２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します。
○ 市民の生涯学習活動を推進するため、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。

○中期ビジョン状況評価
担当部署 【生涯学習推進課】
評価
【生涯学習推進課】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【生涯学習推進課】
秋川キララホールの主催・自主事業の充実と活用の促進、アートスタジオ五日市における若手版画家の招へい
事業等により、市民が芸術文化に触れる機会の充実を図り、豊かな自然環境と歴史や文化を生かした、あきる野ら
しい芸術文化活動の推進に寄与している。
また、マールボロウ市との国際交流事業やアートスタジオ五日市の外国人招へいアーティストによるワークショッ
プなどにより、異文化交流の機会を提供している。
引き続き、アートスタジオ五日市の作品の展示・公開や交流の場を広げるとともに、現在のマールボロウ市との国
際交流事業以外にも視野を広げていくことが必要である。
公民館では、芸術文化推進事業として、隔年でフォトコンテストと絵画展を開催しており、市民との協働による芸術
文化の振興と市民の芸術文化活動に対する支援を進めている。また、運営委員会を組織して実施している市民文
化祭では、市内で文化活動や社会教育活動を行っている数多くの団体が参加して、日頃の学習活動の成果を展
示・発表し、市民文化の振興に大きく寄与している。
なお、市民文化祭については、運営体制を整えて、参加団体の調整などの効率化を図る必要がある。

○ 事務事業の点検及び評価
アート
アートスタジオ五日
スタジオ五日市の活用の推進
オ五日市の活用の推進
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

方向性

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・アーティスト・イン・レジデンス事業※の実施
・版画教室の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

９月１日から１１月３０日まで、日本人２人、台湾人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。
市民に芸術文化と触合う機会を提供するため、招へい者が製作した版画を「戸倉しろやまテラス」に
展示して一般公開するとともに、五日市小学校での図工の授業への参加や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。
また、「戸倉しろやまテラス」では、過去の招へい者の作品を常時展示して紹介するとともに、中央図
書館と中央公民館に昨年度の作品を展示して、事業のPR活動を行った。
展示・公開・交流等の機会を拡大し、よりアートスタジオ五日市の活動をＰＲする必要がある。
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
Ⅱ
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
57

80

国際化推進体制の充実と関係団
国際化推進体制の充実と関係団体への支援
係団体への支援
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

・国際交流団体への運営支援
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

中央図書館でのパネル展示による国際交流啓発事業や、国際姉妹都市交流広報紙「Ｍ＆Ａ通信」の
発行などの活動を行っている、
、あきる野市国際化推進青年の会に対して補助金を交付し、国際化推進
事業の支援を行った。なお、Ｍ＆Ａ通信については図書館及び市内の小学校、中学校にも掲示してお
り、あきる野市の国際姉妹都市交流のＰＲにもつながっている。

市民団体同士の交流やマールボロウ市との国際交流事業以外の活動の場についても検討する必要
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課 生涯学習推進課
公民館における芸術
公民館における芸術文化の推進
芸術文化の推進
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・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）
【２９年度取組
内容（目標）】
・市民団体の芸術文化活動に対する支援の充実
課

題

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

文化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６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。
市内で活動する絵画愛好団体で組織した実行委員会と教育委員会との共催により、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、優秀作品を選出するとともに、表彰
式及び作品展を開催した。
【応募者数６８人、応募作品９０点、入賞作品５０点】

課

題

応募者数を増やすための方法等について検討する必要がある。
Ⅱ

方向性

82

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
秋川キ
秋川キララホールの
ララホールの利
ールの利用促進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

・指定管理者制度による施設の適正管理と利用の促進
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

現指定管理者と連携を図り、市民サービスや利便性の向上に努めるとともに、月に一度の定例会議
などを通じて、管理運営に係る状況確認や指導を行った。
主な取組として、主催事業８公演、自主事業７公演を行うとともに、支援・育成事業やまちづくり推進
事業などにも積極的に取り組んでおり、市民サービスの向上が図れている。
また、アウトリーチ※の事業としてヨルイチの旧市倉家住宅や特別養護老人ホーム麦久保園での演奏
会等を実施し、利用者に対して音楽文化に触れる機会を提供することができた。
事業者の専門性を生かした市民の音楽・芸術文化の向上と、安心して利用できる施設の維持管理の
継続が必要である。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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

58

83

主管課 生涯学習推進課
市民文化祭
市民文化祭の開催・運営
の開催・運営支援
運営支援
・市民文化祭の実施
【２９年度取組
・市民の交流と団体活動の成果発表の機会の充実
内容（目標）】
・運営委員会の設置及び支援
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ

取組状況

課

題

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、市内の社会教育関係団体等の日頃の
学習活動の成果の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。
市民文化祭運営委員会発足準備会を設け、市民文化祭の実施要綱など、市民文化祭開催の基本
事項を参加団体で検討するなど、市民との協働をさらに推進した。
展示の部は６０団体、催し物の部は５２団体、来場者数は約３４，８００人である。
催し物の日程・時間及び展示場所の円滑な調整が課題である。
市民文化祭の円滑な実施と活性化を図るため、関係団体や運営委員会と実施手法について検討す
る必要がある。
Ⅱ

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

59

基本施策 １８ 文化財の保護と活用の推進
７年間の目標
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
【長期ビジョン】
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
平成２６年度～
育むことができるよう、事業の展開を図ります。
平成３２年度

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

○ 市指定文化財等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するとともに戸倉し
ろやまテラス（秋川流域ジオ情報室）と連携して文化財の公開・活用の充実を図ります。
○ 各地域に保存継承される農村歌舞伎や囃子などの民俗芸能の公開支援等を行い、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。
五日市憲法草案の発見５０周年に当たる平成３０年度において関連事業を実施します。また、
○ 市民と連携・協力して準備を進めます。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【生涯学習推進課】
評価
【生涯学習推進課】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【生涯学習推進課】
市内の文化財や埋蔵文化財の調査を行うとともに、寄贈・寄託された資料の整理・調査を行うことによって、貴重
な文化財の適正な保存に努めている。また、五日市郷土館等における常設展示、企画展示等の開催によって広く
市民に公開するとともに、東京文化財ウィークにおける国や東京都が指定する貴重な文化財の公開により郷土の
歴史や文化を学ぶ機会を提供している。
二宮考古館等における体験講座、遺跡調査の成果発表会等の講座を開催し、子どもから大人まで多くの市民に
対し郷土学習の支援を行うとともに、農村歌舞伎や郷土芸能、軍道紙の製造技術など、市の特色とも言える無形
の文化財の保存・伝承団体に対する指導・助言や活動の支援、公演情報の発信などを行って、郷土理解を深める
事業が展開できている。
近世地方文書の調査研究を担当するスタッフをはじめ、文化財保護審議会委員など、文化財の調査に係わる方
が高齢化しており、後継者の育成が課題。
市内の継続的な文化財調査と、市民の文化財保護意識の高揚を図るための図書資料の発行などは、継続して
取り組む必要がある。また、資料を収蔵する施設の容量と展示スペース及び設備に制約があり、有効な展示・公
開・活用が難しくなっている。
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○ 事務事業の点検及び評価
文化財
文化財保護の推進
84
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

取組状況

課

題

85

Ｂ

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。
埋蔵文化財については、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。
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
文化財
文化財の活用の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・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
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

五日市郷土館では、「五日市のまちの繁栄を支えた商業～商店看板や広告宣伝にみる商人の心意
気～」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、「秋川渓谷
雛めぐり」に合わせて雛飾りなどの年中行事展示を行った。二宮考古館では、「あきる野市の野鳥～
春・夏・秋・冬に観察できる鳥～」や「ことばと絵の遊び箱・地口行灯」の特別展を行った。また、.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。さらに、デジタル化した資料を活用して二宮考古館の特別展で公
開した。
民具等の多数の収蔵品を保存しているが、展示スペースが不足しているため適正な公開・活用がで
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。
Ⅱ

方向性

・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・保護実施
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

寄贈・寄託された民具や書籍の保管、整理及び公開を進めた。また、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、森田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、技術保持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１，００４件、届出・通知が８９件あった。調査は国庫補助事業としての
試掘調査を８件行った。また、立会い調査は１１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。

Ⅱ
方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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

61

86

文化財
文化財の啓発
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・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
・五日市憲法草案発見５０年記念特別展等の企画
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

平成２９年度においては、郷土あれこれの第２９号「明治１５０年記念 明治期にあきる野に伝えられ
た祭り囃子～神田流祭り囃子と重松流祭り囃子等の各地への伝承～」を発行するとともに、久保熊野
神社本殿の調査を行い、年代や彫刻師等を明確にした。
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。
Ⅱ

方向性

87

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
伝統芸能
伝統芸能保
芸能保存活動の支援
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

・芸能保存団体指導・助言
・歌舞伎用具の保管・提供
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

文化遺産を活かした地域活性化事業を活用して、あきる野市郷土芸能連合会の後継者育成事業や
道具の修理・新調などの指導・助言を行った。
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、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。
Ⅱ

方向性

88

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
郷土学習の支援
郷土学習の支援
【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・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
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

五日市郷土館では、「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
取組状況 やキララホールとの共催事業によるギターの弾き語りによるミニコンサートを行った。また、市内に残る
多くの石造物についての基礎知識を学ぶ講座を行った。
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
を実施。また、毎週土曜日には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「門口遺跡」と「水草木遺
跡」の調査成果発表会を行った。
また、両館では幼稚園３園、小学校８校、中学校４校、高校２校、大学２校の見学に対して、市民解説
員による解説を行った。
課

題

より多くの参加者を得るために、夏休みを中心に実施ている講座を、年間を通じて実施するなど、学
習機会の拡大を図る必要がある。また、市民解説員をより活用してもらうため、PRを図る必要がある。
Ⅱ

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
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基本施策 １９ 施設の効率的な管理運営
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
７年間の目標
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。
【長期ビジョン】
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
平成２６年度～
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
平成３２年度
より快適で安全な利用を図ります。

【スポーツ推進課・生涯学習推進課】
４年間の目標
○ 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
【中期ビジョン】
設の整備や附帯設備の整備を進めます。
平成２９年度～
○ 指定管理者との連携を図り、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。
平成３２年度
○ 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
担当部署 【生涯学習推進課】【スポーツ推進課】
評価
【生涯学習推進課】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【スポーツ推進課】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【生涯学習推進課】
あきる野ルピア及び秋川キララホールの管理運営については、指定管理事業者との定例報告会や点検・評価を
実施し、適正な維持管理と、民間企業の専門性を生かした市民サービスの向上に繫がる取組が進められている。
なお、経年劣化に伴い、施設・設備等の修繕の必要性が高まっていることから、引き続き、計画的に改修等進め
る必要がある。
市民が安全でより快適に利用できるよう、要修繕箇所の洗い出しや、不良箇所の早期対応等、指定管理者※との
連携を密にし、継続して取組を進める。

【スポーツ推進課】
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、指定管理者制度を導入し、民間企業の専門性を
生かした施設管理及び事業運営が展開できており、市民サービスの向上につながっている。
各施設とも設置から年数が経過し、設備等の修繕の必要性が高まっており、計画的な改修が大きな課題となって
いる。
市民が施設を、安全でより快適に利用できるよう、指定管理者と連携を図りながら、要修繕箇所を把握し対応して
いく。
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○ 事務事業の点検及び評価
あきる
あきる野ルピアの指定管
アの指定管理者
定管理者※との連携・協力
89
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

90

題

91

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

Ｈ２９

題

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

施設・設備の老朽化が課題である。大規模改修なども含め、引き続き、指定管理者と協議を重ね施
設の整備計画について検討していく。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
した教室等の取組を推進していく必要があるため、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。
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
学校開放
学校開放・施設整備事業の推進

Ｈ２９

Ｂ

主管課 スポーツ推進課

・整備点検の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

学校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。
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、学校及び近隣住民から利用に関する指摘事項がある
ことから、団体に対して使用等に関する利用案内の周知徹底を図っていく。
Ⅱ

方向性

Ｈ３０

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。

評価

課

主管課 スポーツ推進課

・指定管理者との連携と協力

Ｂ

【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

Ｈ３２ 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
秋川体育館等体育施設の指
秋川体育館等体育施設の指定管
体育館等体育施設の指定管理者
定管理者※との連携・協力

Ⅱ
方向性

Ｈ３１

更なる利用促進のために､市民対応力の向上や利便性の高い施設・設備となるよう、継続して指導・
助言を行う必要がある。

評価

課

Ｈ３０

Ｂ

【２９年度取組
内容（目標）】

取組状況

・指定管理者制度による施設の適正管理と利用の促進

現指定管理事業者との連携を図り、市民サービスや利便性の向上に努めるとともに、月に一度の定
例会議などを通じて、管理運営に係る状況確認や指導を行った。
主な取組として、第３回あきる野ルピアアンサンブルコンサートを開催し、延べ３５６人の参加があっ
たほか、新たな試みとして親子で楽しめる「うたごえワークショップ」を開催するなどし、利用促進につな
がっている。また、今年度は、老朽化した会議室の全熱交換器を修繕するなど、施設の改善を図った。

Ⅱ
方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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

64

基本施策 ２０ 青少年の健全育成の推進

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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。

○ 青少年が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。
４年間の目標
○ 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
【中期ビジョン】
全・安心で健全な社会環境づくりを進めます。
平成２９年度～
○ 家庭の教育力、地域の教育力を更に高めます。
平成３２年度

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【生涯学習推進課】
評価
担当部署 【生涯学習推進課】
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
評価基準
評価年度

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【生涯学習推進課】
青少年健全育成事業では、家族の絆を深める家庭の日推進事業の親子鑑賞会や、青少年の健やかな成長と郷
土愛の醸成を願う「青少年善行表彰」を実施した。更に、羽村市との共同事業として、大自然の中で地域間・異年齢
間の交流と様々な体験活動を行う「大島・子ども体験塾」を開催し、社会に貢献できる人材を育成している。
また、地域の青少年育成団体間の情報交換に取組むとともに、野外活動の機材提供や人材情報の提供等を通じ
て活動の支援を進めることができた。
学校と地域の方々の協力により実施している「放課後子ども教室※」については、平成２９年度より、新たに１校を
立ち上げ、現在市内小学校５校において実施しており、市内中学生の演劇やサークル団体のスポーツ指導などの
特別プログラムも実施している。
このように、家庭、学校、地域、更に民間団体等も含め、それぞれ相互に連携・協力して、地域ぐるみで子どもた
ちの豊かな人間形成と、社会の一員として自立するための取組が進められている。
なお、放課後子ども教室や大島子ども体験塾など、スタッフ・ボランティアの活動に依拠する事業は、人数の確保
と質の向上が課題であり、引き続き、スタッフのスキルアップを図る講座や次世代のリーダーを養成する取組を進
める必要がある。

○ 事務事業の点検及び評価
青少年健全育成
青少年健全育成団
年健全育成団体の支援
92
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

・青少年健全育成団体の活動の支援
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

青少年健全育成地区委員会や中学校区健全育成推進会議などの青少年健全育成団体に対して、
補助金を交付し、青少年健全育成活動を支援した。また、青少年健全育成地区委員会連絡会を開催
し、各地区の取組状況の情報交換を行うとともに、少年少女ドッジボール大会を開催して子どもたちの
交流を図った。
子どもたちの交流が特定の世代に限定されていることから、各世代にわたって地区間の交流が図れ
るよう、事業の拡充が課題である。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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
65

93

青少年健全育成事業の推進
青少年健全育成事業の推進
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

94

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

全般的に中学生の事業参加が少ない。中学生に向けた企画と事業運営が求められている。
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
地域リーダ
地域リーダーの育成
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

・青少年健全育成事業の実施

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とし、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２２人と３団体を表彰した。
「大島・子ども体験塾」では、大島町の住民・羽村市の参加者との地域間・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、積極的に社会に貢献できる人材育成を図っ
た。

Ⅱ
方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・地域リーダー育成のための事業実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ 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

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。また、当事業に以前参加したメンバーが、数年後、当事業の指導者側として参加
することを希望してきており、地域リーダーとして育つ基盤が出来始めている。

継続した事業の実施により、リーダーと参加者との関わりをさらに深め、次世代のリーダーを養成す
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課 生涯学習推進課
放課後子どもプ
放課後子どもプラ
子どもプラン※の推進
95
・放課後子ども教室※の実施
【２９年度取組
内容（目標）】
・新規開設の調整
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
課

題

放課後子ども総合プランに基づき、東秋留小学校、多西小学校、草花小学校、五日市小学校の４校
取組状況 と新たに西秋留小学校が開設し、５校で放課後子ども教室を実施した。市内中学生による演劇や市内
サークル団体によるスポーツ指導等の特別プログラムを実施するなど、地域の方々との協働に加え、
地域の特性を活かした放課後子ども教室の運営をすることができた。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、あきる野学園の学校公開への参加や「保健室から見た子ども達」と題して、多西小学校の主
幹養護教諭の大澤先生を講師に招き、子どもとの接し方や子どもの行動に対する判断の仕方を学ぶ
研修を実施した。
課

題

放課後子ども教室の参加者の増加に伴い、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。
Ⅱ

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

66

96

地域の青少
地域の青少年
青少年野外体験
外体験活動への支援
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

・指導者の紹介、キャンプ用品の貸出等の支援の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｂ

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

ＰＴＡや子ども会、サークル活動、放課後子ども教室※等からの要請を受け、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、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」に登録している指導者を、より多くの団体に活用してもらえるよう、生涯学習
人材バンクのＰＲを強化する必要がある。
Ⅱ

方向性

97

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
成人式
成人式の実施
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

課

題

Ｂ

・成人式の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

新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。
今年度は、成人対象者の６６２人（約７６．５％）が出席し、大きな混乱もなくスムーズに開催すること
ができた。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ほか、あきる野ル
ピアに設けたおしゃべり広場では、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。
対象者はやや減少しているが、８割近くの来場者があり、秋川キララホールがほぼ満員になってい
る。座席が足りなくなった時の対応が課題である。
Ⅱ

方向性

Ｈ２９

主管課 生涯学習推進課

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

67

基本施策 ２１ 家庭教育の支援
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
７年間の目標
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。
【長期ビジョン】
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
平成２６年度～
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
平成３２年度
及びＰＴＡ活動などを通して、家庭教育の支援を推進します。

４年間の目標
【中期ビジョン】
平成２９年度～
平成３２年度

【生涯学習推進課】
○ 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する。また、子育てサークルや関係機関との情報の共有化を図り、子
育て環境の充実を図ります。
【指導室】
○ 家庭の教育力の向上を目的に、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。
○ 家庭教育に関わる支援を関係機関や関連団体等を連携し、家庭教育を支援する体制を作りま
す。
【図書館】
○ 家庭での読書の楽しさを親子で共有し、乳幼児の時期から絵本に親しめるよう、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。
○ 子どもを連れて安心して利用できる図書館の環境整備と、周知･活用を図ります。
○ 「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、関係部署と連携したブックスタートな
ど各種事業を継続実施し、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。
○ 策定する「第三次あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、家庭教育の支援を行いま
す。

○中期ビジョン点検及び評価
担当部署 【生涯学習推進課】【指導室】【図書館】
評価
【生涯学習推進課】
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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【指導室】
評価基準

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

【図書館】
評価基準

Ｈ３０

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

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

Ｈ２９

評価結果

Ｂ

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２

評価内容、課題、方向性について
【生涯学習推進課】
「豊かな心の育成・明るい家庭づくり」をテーマに絵画・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、ＮＰＯ団体の協力を得て、子どもから楽しめるクラッシクコンサートの鑑賞会を実施するなど、子ど
もたちの豊かな成長を支援する「家庭の日」推進事業に取り組んだ。
なお、絵画審査には、市内社会教育関係団体等の協力を得るなど、事業対象の子どもがいない世帯にも認識さ
れるよう取組を進めたが、依然として「家庭の日」の認知度が高いとは言えない状況である。このため、入賞作品等
を活用した、さらなる周知の方策を検討する必要がある。
また、公民館では、子どもの健やかな成長と親自身の成長をめざし、親子を対象とした体験学習事業や料理実習
講座などを継続して実施するとともに、平成２９年度より、家庭教育学級として、新たに３本の講座を実施し、家庭教
育を支援するための取組を充実させることができた。
引き続き、子育てサークルや関係機関との情報の共有化を進めるとともに、連携・協力した事業の実施に取り組
み、子育て環境の充実を進める必要がある。
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【指導室】
教育フォーラムは、市PTA連合会と事前の打合せを行い、計画どおりに講演会を実施できた。子どもの能力を引
き出す声かけの仕方は、良好な親子関係を築くためのポイントであり、家庭への良い啓発の機会となった。
平成３０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、講師を招へいしてフォーラム
を行う計画である。

【図書館】
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※等の事業を実施し、乳幼児から絵本に親しめるよう取組をすすめた。また、保育園・幼稚園を対象とし
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、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は好評を得ている。
今後も、第三次あきる野市子ども読書活動推進計画に基づき、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方法や内容を充実させ、更なる支援を進める。

○ 事務事業の点検及び評価
「家庭の
「家庭の日」推進事業の充実
日」推進事業の充実
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【２９年度取組
内容（目標）】

評価

Ｈ２９

Ｂ

主管課 生涯学習推進課

・「家庭の日」推進事業の実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

市内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
取組状況 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２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。
また、「親子鑑賞会」の実施にあたっては、普段から演劇や子どもの行事に関わりを持つＮＰＯ団体
にもご協力いただき、小さな子どもから楽しめる和太鼓のコンサートの選定ができた。
関連部署や幼稚園・保育園などの関係機関を通じた周知方法等の見直しを図り、参加者の増加につ
なげるための取組が必要である。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課 生涯学習推進課
公民館における家庭
家庭教育学級等の講座の開催
公民館における
家庭教育学級等の講座の開催
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・家庭教育学級等の実施及び内容の充実
【２９年度取組
内容（目標）】
・子育てサークルと関係機関との連携・協力
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
課

題

親子の絆を深め、より良い親子関係を築く機会の提供として、親子を対象とした体験学習「親子で楽
しむホタル観察～眠る植物と水中の生き物～」（参加者１６名）、「親子で楽しむ『あんま釣り』～あきる
野の伝統漁法を知ろう！～」（参加者２５人）、「親子で楽しむクリスマス～可愛い松ぼっくりツリーを作
取組状況 ろう！～」（参加者２５人）、「絵本deクッキング！～『ぐりとぐら』のカステラ作り＆絵本の読み聞かせ
～」（参加者２１人）を実施した。
また、子どもの健やかな成長と親自身の成長をめざし、家庭教育学級として、「思春期の子どもとの
つき合い方～子どもの自立を促す親子のほど良い距離感～」（参加者２２人）、「ケイタイ・スマホとのつ
き合い方～親子の話合いのヒント～」（参加者７人）、「子どものほめ方・叱り方～子どもとのつき合い方
をみんなで一緒に考えよう～」（参加者１０人）を実施した。
なお、平成２９年度は、東京都の補助金を活用するとともに、都や庁内の子育て関係部署等との連
携を図り、家庭教育学級等の講座の充実を図った。

課

題

より多くの市民の子育て事情に対応できるよう、引き続き、市内子育てサークルや関係機関との連携
を図り、市民ニーズの把握や内容の充実を図る必要がある。
また、子育て中の保護者が、気軽に参加できる環境を整備するため、託児付き教室の充実、また、保
育者の確保について検討する必要である。
Ⅱ

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
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100

あきる
あきる野市教育フォ
市教育フォーラムの開催
【２９年度取組
内容（目標）】

評価
取組状況

Ｈ２９

Ｂ

主管課

指導室

・小中学校PTA連合会と共催した教育フォーラムの実施
Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかった

家族カウンセリング研究所を設立し、子どもの悩みに特化したカウンセリングをおこなっている家族相
談士・カウンセラーである柿澤一二美氏を招へいし、１０月１４日（土）に市ＰＴＡ連合会と共催で「子ども
の能力を引き出すコツ ～３つほめて１つ伸ばす～」というテーマによる講演会を開催した。
課

題

あきる野市の子どもの実態を踏まえ、市ＰＴＡ連合会とテーマについて協議をすすめる。
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
Ⅱ
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
変更
内容
主管課
子育て
図書館
子育て支援事業（図書館）の推進
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・ブックスタート事業※等の実施
・乳幼児対象事業の実施
・親子で利用しやすい図書館の環境づくり
【２９年度取組
内容（目標）】
・子育て世代への周知と図書館利用の促進
・子ども読書活動の情報発信の充実
・図書館ＨＰの子ども読書のページの更新・充実
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ A：計画以上にできた
B：計画どおりできた
評価
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
Ｂ
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。
取組状況

【ブックスタート：２４回実施、ブックスタートパック５５１セット配布 ハッピーベビークラブ：８回、延べ１７
５人、子育て講座：４回実施、延べ９２人】
保育園・幼稚園を対象に、団体貸出や、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」を実施した。また、保育園への出張読み聞かせや映画会も実施した。
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４２５人、ひよこのおはなし会：３０回、延べ３３０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。

課

題

関連部署との情報共有や連携及び利用者（家庭)への情報発信方法等の検討が必要である。
Ⅱ

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
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Ⅴ 点検及び評価に関する点検評価有識者からの意見

三浦 佐知子 氏 （社会教育委員）
社会教育委員）
平成２９年度より、あきる野市教育基本計画（第２次計画）後期実施計画が始まりました。平成
２９年度から平成３２年度までの４年間の目標は、前期実施計画から若干変更された箇所がありま
すが、前年度と比べて全体的に大きな変化はありませんでした。平成２９年度の点検評価は、ほと
んどの施策がＢ評価「計画どおりできた」と評価されています。若干のＣ評価、Ｄ評価もあります
が、若干のＡ評価もあります。激動する社会状況、限られた人材と予算のなかで「計画以上にでき
た」評価があることに、担当された方々のご尽力に敬意を表します。報告書の中でわかりにくい箇
所もありましたが、担当課とのヒアリングを終え、この点検評価は適正であると思います。
以下、いくつかの施策に関して意見を述べさせていただきます。
いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦
中期ビジョンでは前年度までは数値目標（いじめ・不登校件数１０％減等）が掲げてありました
が、今回からは省かれています。数値目標は客観化でき、評価がわかりやすいので可能であれば数
値目標はあったほうが良いと思います。しかし、尽力しているにも関わらず、結果に表われにくい
ものに対して数値目標を掲げることは難しいかもしれません。しかし、客観化・数値化しにくい側
面を文章で丁寧にアピールすることも大切であると思われます。
いじめ対策として「いじめ問題対策委員会」「校内支援委員会」「いじめについて考える日」「い
じめの授業」「いじめをなくそう子ども会議」などの取組が行われています。そして、スクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカーも効果的に活用されていますが、いじめの件数は昨年度
の３７件から１４９件に増えています。これは、教職員が積極的な認知を行うことでいじめの早期
発見に繋がり、遊びやふざけの延長線上でなんとなくといった理由で日常的なトラブルが進行した
状態の「グレイゾーンのいじめ」なども認知されるようになったことからのものです。いじめ問題
は教職員の高い意識（いじめを見抜く教職員の感性）が必要です。依然として無くならないいじめ
問題ですが、重大事態を未然に防ぐためにも、今後も全職員と関係機関との連携をさらに深めてい
ただき、この問題へ取り組まれていくことを望みます。また、不登校対策は「ふれあい月間におけ
る取組」「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」「スクールソーシ
ャルワーカー事業の実施」などにより、不登校対策の充実が図られましたが、不登校件数は昨年度
の６１件から８３件に増加しました。不登校になる原因は様々なようですが、この中にはいじめを
原因とする不登校はないとのことでした。激変する社会状況において、子どもの家庭環境や地域社
会の在り方も変化し、不登校の原因や背景も多様化・複雑化が進み学校教育のみの支援では難しい
ケースもあるようです。しかし、今後も、一人ひとりの子どもが抱える様々な課題を適切に把握し、
きめ細かく支援していかれることを望みます。
豊かな人間性を育む教育の推進
図書館のインターンシップ事業では、中学生の職場体験や「夏！体験ボランティア」を通して多
くの高校生、大学生及び専門学校生を受け入れて事業の拡大が図られました。このため、この事業
はＡ評価となっています。また、本市の図書館利用者アンケートによると「図書館職員の対応」に
高い満足度を得ているとのことで、このような職員がいる図書館でのインターンシップ体験は、子
ども達にとって貴重な体験であり豊かな心の育成に繋がると思われます。
人の悩みのほとんどには人間関係の問題がからんでいます。人権教育の取組やキャリア教育の取
組、道徳の授業を通して、子ども達が自他を大切にする豊かな心を育むことを期待します。
学力向上対策の強化
「東京都の学力ステップアップ推進地域指定事業」
「あきる野市の教員補助員の配置事業」
「学力
ジャンプアップ事業」等の取組を通して、外部人材を活用した補充の時間を設定し、基礎学力の定
着を図った成果として、平成２６年度に東京都の学力調査を受けた小学校５年生の結果とその３年
後の中学校２年生で受けた結果を東京都での上位層に該当している者の割合で比較すると各教科
１０％から１７％までの範囲で増加するなどと確実に力を付けてきていることが報告されていま
す。東京都での本市の順位が気になりますが、順位について過度に競争をあおらないために都では
公表しないとしているため、本市でも順位ではなく調査結果で得た本市の学力の傾向などに注目し、
これを個々の伸びに活かすことを大事にしていると聞きました。今年度実施された全国学力テスト
では、中学の理科離れが鮮明に表れたと新聞で報じられ、その一方で、学校へのアンケートから現
場が「理科好き」を増やそうと取組を強化していることも報じられています（２０１８年８月１日付け日本経済新聞）。
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子どもの好奇心や意欲を刺激するような取組や学ぶことは愉しいと思えるような取組の実施、ま
た個々の基礎学力の定着に繋がるきめ細やかな指導を今後も期待します。
生涯学習活動の推進
日本は乳児死亡率が１００年前の１００分の１となり、世界で一番乳児死亡率が低く、平均寿命
は１００年前の２倍となりました。東京大学大学院教育学研究科の牧野篤教授は２００７年生まれ
の子どもの平均寿命は１０７歳、２００７年生まれの子どもの半数は１０７歳以上生きると予測し
ています。人生１００歳の社会への移行にあたり、生涯教育・社会教育の役割は大変重要になって
きました。健康寿命の高い本市は、寿大学の登録者も多く、生涯学びの意欲を持ち続ける人が今後
も増えることが推察できます。本市は公民館活動が行える施設が少ないのですが、公民館、図書館、
体育館、まほろばホール、キララホール、あきる野ルピアなどを最大限に活用し、様々な講座や催
し物が実施されていると思われます。今後も関係団体と協力し検討と改善を重ねて、マンネリ化し
たものや現状にそぐわないものを精査していただき、市民のニーズに合った活動を継続していかれ
ることを期待します。
青少年の健全育成の推進
青少年健全育成事業の一つとして羽村市との共同事業として長年開催されている「大島・こども
体験塾」は、大自然の中で地域間・異年齢間の交流と様々な活動と体験を通じて社会に貢献できる
人材を育成しています。大自然の中では計画通りに進まないことも多々あり、その時にどのような
行動をとりその検証をするのかが貴重な体験となります。先日ある企業の方から「世界におけるメ
ガトレンドと家庭教育に取り入れたいデザイン思考」というお話しを聞く機会がありました。少子
高齢化、テクノロジーの進歩（人工知能・インターネット・ロボット等）、気候変動、天然資源の
減少などの様々な要因により、予想が難しいこれからの世界で子ども達に求められる力は「発想力」
とのことです。何かに疑問を持ちそしてアイディアを思いつく（発想力）、そしてすぐに行動し試
行錯誤を重ねる。これらを高速で繰り返すことをデザイン思考と言い、この「発想力」と「すぐ行
動する力」がこれからの子ども達に求められます。柔軟性と直観力、問題解決能力と協調性、さら
には野性的行動力が過去からの経験だけでは対応できない問題解決に必要な力となります。この力を
培うには子どもの頃の「体験」が重要となり、遊び、芸術やスポーツ、課外活動、ボランティア活
動、旅行を含めた非日常の体験やデジタルの世界に可能な限り触れる体験を取り入れること（ただ
し、人間力を磨くためのキーワードは「アナログ」と「温故知新」
）などが発想力を育みます。
「大
島・こども体験塾」のような企画が益々充実し、豊かな発想力を持つ子ども達が多く育ち、子ども
達の夢やわくわくがいっぱい詰まった未来社会が実現できるよう願っています。
家庭教育の支援
親子や子育て世代を対象とした体験学習や講座が年々増え、家庭教育支援が充実してきています。
文科省資料の平成２８年度「家庭教育の総合的推進に関する調査研究～家庭教育支援の充実のため
の実態等把握調査研究～」のアンケートによると、女性が２０代、３０代で子育てや家庭教育につ
いて受けたことのある支援と役に立った支援として「親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠
点」が高ポイントとなっています。このことは、核家族化や少子化、また父親の単身赴任や仕事中
心のライフスタイルなどにより母親の身近に子育ての悩みを相談できる人がいないことや母親の
仕事と家庭の両立の難しさが家庭の孤立化や時間的精神的ゆとりのなさを生み、子育て世代が誰か
に助けを求めていることが読み取れます。家庭教育はすべての教育の基本であり、豊かな人間性を
育むこと、学力の向上、社会貢献できる人材育成など、家庭が果たす役割は非常に大きいです。本
市の家庭教育支援が益々充実し子育て家庭への一助となるよう期待します。
平成３０年度から教育委員会事務局に女性の管理職の方が２人加わりました。欧米では大規模な
会議における登壇者の男女比率を配慮することが当たり前になりつつあると言います。これからの
日本もジェンダーバランスは重要になると考えられます。男性にはない女性ならではの発想力は多
様性を生み、課題解決へと展開するかもしれません。今後のご活躍を期待します。
また、施策のところでは触れませんでしたが、児童・生徒通学安全対策の推進の取組で、徒歩や
自転車通勤をしている市職員の自主的な見守り活動が開始されました。地域への協力をお願いする
ばかりでなく、勤務時間外にこのような活動をしていただき、大変ありがたく思います。
今後もあきる野市の子ども達のために、地域の特性を生かしたあきる野市ならではの教育の取組
をお願いいたします。
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中村 正美 氏 （元東京都市町村職員研修所特別講師）
元東京都市町村職員研修所特別講師）
平成２９年度の教育委員会の事務事業に関して、重要と考える内容について意見を述べます。
（１） 市民に分かりやすい体系へ
点検評価の内容は、議会に提出し、市民に対する説明責任を果たすため公表されます。この
ため、重要なことは各種事業を市民に理解してもらうことであり、市民に分かりやすい体系で
わかりやすい表現が望まれます。
①「Ⅲ 教育目標、基本方針及び基本施策」について（※文末参照）
報告書（案）に目を通した際に、まず、「Ｐ２ 教育目標」「Ｐ２ 基本方針」「Ｐ３ 施策
体系図」
「Ｐ４ 重点施策（図）」の内容が、有機的な体系となっていないことが気になりまし
た。それぞれで読みますと妥当性があるのですが、過去の教育委員会の決定したことがすべて
書き込まれているため、分かりにくくなっているように感じました。自治体計画として、すっ
きりとした体系に再編成するほうが市民に理解が得られやすくなるのではないかと思います。
このようなことから、Ｐ４に掲載されている「あきる野市教育委員会重点施策（図）」とＰ３
に掲載されている「施策体系図」の掲載順を入れ替えること、また、「あきる野市教育委員会
重点施策（図）」のレイアウトについても横書きと縦書きが混在していたため、このような場
合の図の表現の方法についての意見を述べさせていただきました。
Ｐ３に掲載されている「施策体系図」について私見となりますが、学校教育の「取組目標」
である「「生きる力」を育む学校教育の推進（主に学校教育の分野の施策）」について「【取組
１】 知・徳・体の調和のとれた児童・生徒を育成する」をメインの目標とし、知育には「５
学力向上対策の強化」
「４ 子ども読書活動の推進」
「９ 教員の資質・能力の向上」を、徳育
には「２ 豊かな人間性を育む教育の推進」を、体育には「６ 体力向上・健康増進に向けた
取組」の基本施策をそれぞれに関連づけ、知・徳・体の育成を三本柱とし基本とする。その三
本柱を補強するために「３ 国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進」「８ 特
色ある学校づくりと学校運営の改善」「１３ 学校支援体制の強化」「１４ 教育情報の提供」
「１０ 学校施設・設備の整備」「１２ 学校安全安心対策の強化」の基本施策をそれらに続
き並べ、それにより知育・徳育・体育のメイン施策を支える体系を表現する。また、基本施策
の推進にあたって想定される課題への対策として「１ いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」
「７
特別支援教育の推進」や基本施策「１１ 教育の機会均等などの確保」を細分化し「外国人子
弟への支援」「遠距離通学の支援」などの新たに設けた基本施策を並べる体系が分かり易いよ
うに思います。
「施策体系図」では「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」が基本施策の最初に位置づけられ
ています。これは、あきる野市教育委員会がいじめや不登校の課題に対して強い意欲を持って
取り組む決意の表れだと思いますが、しかしながら政策体系的には「知・徳・体の育成」を図
ることが永遠の課題であると考えるため、このように提案をさせていただきました。
次回の体系改定の参考の一つとしていただければ幸いです。
また、当然のことながら、このような施策体系となっても「いじめ不登校０（ゼロ）への挑
戦」は教育委員会の重点施策として力を注いでいくことが重要かと考えます。
②「Ⅳ 教育委員会の活動状況」について（※文末参照）
Ｐ５に掲載されている「Ⅳ 教育委員会の活動状況」は、この箇所に掲載されることで「教
育目標」から「事務事業の評価」までの流れが分断されているように感じます。この内容は、
教育委員会としては重要なのかもしれませんが、事務評価の観点では思考の流れが分断されま
す。本報告書の巻末に記載しても良いのではないかと考えます。
（２） 目標をなるべく数値化することについて
本報告書は「目標」が抽象的な表現となっています。一般的な政策評価は「目的」を抽象的
な表現とし、「目標」はなるべく数値目標を掲げ、その「目標」が達成できたか否かで判断し
ます。事業をどれだけ実施したかではなく、その事業によってどれだけの「成果」が得られた
かを検証する手法です。教育委員会の各事業は長期的観点で行うものが多く、数値目標を設定
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することが難しいものが多いのですが、数値目標はなるべく多くのものに設定すべきと考えま
す。具体例として、「基本施策１ いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」での不登校児・生徒数
の数値、「基本施策５ 学力向上対策の強化」での学力調査結果や「基本施策６ 体力向上・
健康増進に向けた取組」での体力等の調査結果などは評価をするために数値が必要と思います。
また、「基本施策１ いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」に分類される事務事業の中には、事
業を実施することが目標となっているものもあり、そのため不登校児は増えているが事務事業
は「Ｂ 計画どおりできた」との評価となり、「基本施策１ いじめ不登校０（ゼロ）への挑
戦」についても「Ｂ 目標を達成できた」との評価がされています。成果ではなく、事業の実
施が目標になってしまうことにより、評価結果がぶれているように感じました。事業を実施す
ることによって「不登校児が減っている」
「学力が向上している」
「体力が向上している」など、
数値的に明確であって、その数値に基づいた評価がされることが望ましいと思います。
また、学力テストの結果が発表される時期には各自治体で特色ある取組が紹介されます。そ
の中では、民間事業者とのタイアップなども報告されていますので、このような点につきまし
ても教育委員会での多角的な研究をお願いしたいと思います。
（３） 分かりやすい言葉づかい、文書表現について
教育現場で使用されている英語表記、あるいは日常的に使用されることが少ないような用語
については、巻末に「用語の説明」を掲載し、市民が理解しやすくなるような工夫がされてい
ます。しかしながら、まだ不十分と思いますので、点検評価有識者ヒアリングで指摘させてい
ただきました。また、文書表現も市民がわかりやすいものとするように更なる工夫をお願いし
ます。
（４） 具体的内容について
「事務事業７８ 市の特性を生かしたスポーツ推進」でウォーキングを推進しています。老
若男女、時間、場所に関係なく、誰でもお金をかけずに取り組めます。河川沿いの遊歩道、都
市計画道路の歩道など条件も整ってきています。健康長寿社会を目指して取り組める事業と感
じています。この事業を推進することを望みます。
また、「事務事業１１ 伝統・文化理解教育の推進」ですが「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」に分類されています。これは、国際社会で活躍するた
めには日本や地域の伝統・文化を知っていなければ、国際人となれないとの発想から「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」に分類されていると思いますが、
本来、伝統・文化は国際人となるために学ぶものではなく、先人が培ってきた伝統・文化を理
解し、身に付け、継承していくということで教育の原点となるものと思います。ですから、国
際人を育てるための事業とするのではなく「基本施策１７ 文化の振興」に分類されるのが適
切と考えます。
個別の事業の評価は、その上位の取組目標、基本施策と照らし合わせて評価すると思います。
どの基本施策に分類されるかによって同じ事業実施でも異なった評価となる可能を含んでい
ますので、このことに対する留意は必要と思います。また、国際感覚を持った児童生徒を育成
するためにこの事務事業が必要であるならば、この事務事業を再掲する手法もあると思います。
主と従が逆転していることは望ましくないと考えます。
今回の点検評価（案）では、全体としてバランスの取れた事業を満遍なく実施し、廃止する
事業はなく、既定の路線を継続する結論になっています。しかしながら、限られた財源、職員
数で多くの事業に取り組むには限界があります。これから市民の要望も多様化してくることが
予想されます。そのためには、事業を思い切って止めるような仕組みを作り、新たな行政需要
に柔軟に対応できるようにすることを検討する必要があると考えます。

※文末参照
本報告書は、中村有識者の意見書を参考に「Ⅲ 教育委員目標、基本方針及び基本施策」を、点検
評価報告書（案）のＰ４に掲載していた「あきる野市教育委員会重点施策施（図）」を削除し、
「１あ
きる野市教育委員会の教育目標」
「２あきる野市教育委員会の基本方針」
「３施策体系図」とする編集
を行っています。また、「教育委員会の活動状況について」も掲載順を巻末に変更しています。
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資料１

用語の説明

【あ行】
アウトリーチ
公共機関の現場出張サービス。
アーティスト イン レジデンス事業
国内外の若手芸術家に、一定期間滞在して作品を制作する場を提供することで、そ
の活動を支援し、芸術家の育成を図るとともに、地域住民との交流等により、芸術や
異文化についての相互理解を深める取組。
あきる野市授業スタンダード
あきる野市の全教員が、あるべき授業の基本スタイルとして認識し、意識して実践
すべき内容をまとめたもの。
秋川流域ジオパーク
秋川流域には、古生代の３億６千万年前からのさまざまな地層が分布しており、各
地質時代の複雑な地層が特有な地形を造り出している。これら流域の地域資源を活用
して日本ジオパークネットワークへの登録をめざすもの。
アセスメント
個々の児童生徒の実態や学級集団の状況を客観的に評価すること。
いじめ
当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある
他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行
われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
ているもの。
「いじめをなくそう」子ども会議
いじめ防止に向けて児童・生徒が主体的に考え行動する能力や態度を育成すること
を目的に開催される会議。各小中学校の児童・生徒の代表が、いじめ防止に関する取
組について意見交換するとともに、今後、中学校区ごとで進めたいことや市として共
通に取り組むことなどについて協議を実施。
英語教育アドバイザー
各校の英語教育の進め方について指導・助言をする外部人材。
英語教育コーディネーター
小学校外国語活動、英語科(仮称)に関する授業において教員の支援をする外部人材。
栄養教諭
「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を子どもたちに身につけさせることを
目的として、食に関する指導の推進に中核的な役割を担うために制度化され、平成
17 年度より施行された職。
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オリンピック・パラリンピック教育
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（東京 2020 大会）を、子供た
ちの人生にとってまたとない重要な機会と捉え、国際社会に貢献し、東京、そして日
本の更なる発展の担い手となる人材を育成していくとともに、東京 2020 大会の経験
を通じ、その後の人生の糧となるような掛け替えのないレガシーを子供たち一人一人
の心と体に残していく教育。
オリンピック・パラリンピックアワード校
オリンピック・パラリンピック アワード校
優れたオリピック・パラリピック教育を行い顕彰された学校。
オリンピック・パラリンピック教育推進校
オリンピック・パラリンピック教育を一層推進させるため、平成 28 年度より東京
都が委託事業として都内全小・中学校を指定。
【か行】
外国語活動
外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケー
ションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しま
せながら、コミュニケーション能力の素地を養うことを目的とする小学校の領域。
環境教育
環境や環境問題に対する興味・関心を高め、必要な知識・技術・態度を獲得させる
ために行われる教育。
カンファレンス
会議のこと。
学力ステップアップ
学力 ステップアップ推進地域指定事業
ステップアップ 推進地域指定事業
学力ステップアップ推進地域として指定した区市町村に、外部人材の派遣を行い、
小・中学校の算数・数学、理科における教員の指導力向上、児童・生徒の基礎学力の
定着を図るとともに、推進地域の研究成果を全都に普及させ、都内公立小・中学校の
児童・生徒の算数・数学、理科の基礎学力の定着を図ることを目的とした都の事業。
学力ジャンプアップ事業
学力 ジャンプアップ事業
学力向上モデル校事業での成果を生かし、本市にある１6 校全校が学力に関する具
体的な目標値を設定し、その達成に向けて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するとともに、効果検証を行うことを通して、学力向
上を図ることを目的としたあきる野市の事業。
学力・学習状況改善計画
年度当初に、各学校が自校の実態に応じた学力向上についての具体的な目標（国・
都・市の学力調査の目標値等）を提示し、それに向けての方策、見直し、評価を実施。
学校給食指導計画
学校 給食指導計画
年間を通した給食時間における食に関する指導内容等を一覧表にしたもの。
学校支援地域本部（事業）
地域ぐるみで学校運営を支援するために、学校長や教職員、ＰＴＡなどの関係者を
中心として組織されるもので、
「学校支援地域本部」の下で地域住民が学校支援ボラン
ティアとして学習支援活動や部活動の指導など地域の実情に応じた学校教育活動の支
援を行う事業。
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学校図書館補助員
学校図書館の整備・充実を図り、児童・生徒の読書活動を活性化するために配置す
る外部人材。
学校評価システム
学校が課題把握に加え、計画－実行－評価－改善のステップからなるマネジメント
サイクルに従って、学校評価を計画的に実施し、評価結果の説明を通して学校関係者
の理解を得るとともに、自校の教育の一層の充実、改善を行うための学校の組織体制。
学校評議員
学校評議員制度は、学校が、より一層地域に開かれた学校づくりを推進していくた
めに、地域住民の学校運営への参画の仕組みとして制度化。学校評議員は、校長の求
めに応じ、校長が行う学校運営に関し、意見を述べることが可能。
キャリア教育
児童・生徒に望ましい勤労観や職業観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせ
るとともに、自己の個性や適性を理解し、主体的に進路を選択する能力や態度を育て
る教育。（望ましい勤労観・職業観の育成 東京都教育委員会）
教育研究員
１年間グループで各教科等の内容、指導方法等を研究し、様々な課題の解決と指導
力の向上を図ることで、各地区等における教育研究活動の中核となる教員を養成する
東京都の事業。
教育相談所
専任の相談員や臨床心理士等の心理の専門家が、子供の発達や成長、集団不適応、
学習の遅れ等の悩みごとの解消に向けて相談に応じる、市役所別館と五日市出張所内
の２ヶ所にある機関。
教員補助員
児童・生徒の状況に即した指導を充実させ、学力向上を図るために配置する外部人
材。
教職員研修センター
長期的な人材育成の視点に立って教員を養成するための機関。特に指導員は、若手
教員育成研修、小学校 1 年生の学校適応状況等の指導を実施。
区域外就学
住所のある区市町村以外の区市町村が設置する小・中学校、国公立大学附属の小・中学
校、私立の小・中学校へ就学させること。
グローバル化
政治・経済、文化など、様々な側面において、従来の国家・地域の垣根を越え、地
球規模で資本や情報のやり取りが行われること。
ゲストティーチャー
指導者として特別に学校に招いた一般の人々。
校内支援委員会
学校に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒の実態把握、指導内容、 指導体制な
どについて、校内の状況を考えながら検討する、学校内に設置する委員会。
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交通安全推進員
交通安全推進 員
登下校の際、児童に交通ルールなどの指導啓発を通して、安全確保を支援する者。
個別指導計画
児童・生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り
込んだ指導計画。
個別の教育支援計画（学校生活支援シート）
一人一人の障害のある子どもに対して、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支
援について記載した計画。
【さ行】
サピエ図書館
視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して点字、デイジー
データをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざまな情報を提供する
ネットワーク。
指定管理者
地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために期間を定めて指定する団体。
就学支援シート・進学支援シート
就学支援シートは、児童が小学校へ入学するに当たり、保護者の希望により、幼稚
園や保育園での生活の様子や配慮の内容及び、保護者が心配することなどを小学校へ
引き継ぐために作成するもの。
進学支援シートは、小学校での支援情報等を中学校に引き継ぐために作成するもの。
就学相談委員会
障害があると思われる児童・生徒に対し、特別支援学校又は特別支援学級、特別支
援教室等への適正と考えられる就学先を検討・協議するために設置する、医師等 30 名
以内で組織される委員会。
生涯学習コーディネーター
生涯学習 コーディネーター
生涯学習の振興を図るために、さまざまな学習資源を調査・収集し、有効に活用で
きるよう連絡協力等の調整を担う人材。
生涯学習人材バンク
生涯学習人材 バンク
生涯学習支援者として登録された方を、地域・学校・団体・サークル等の希望に応
じ、教育委員会が講師や協力者として紹介する制度。
習熟度別少人数指導
各教科等の授業において、１つの学級を習熟度別に複数のグループに分けて、少人
数で授業を行う授業形態・方法。
授業改善推進プラン
７月の都の学力調査等の結果を分析し、その課題をもとに各学校が全学年・全教科
において授業改善の計画を立て２学期以降に実践させる都の事業。
巡回相談
臨床心理士の資格を持つ巡回相談員が、小中学校を始め、幼稚園や保育園等を要請
に基づき巡回し、行動観察や聞き取りを行い、教員や保育士等に、支援が必要な幼児、
児童及び生徒に対する指導方法や関わり方などについて指導・助言を行う。
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職場体験
キャリア教育の一貫として、生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、職業や
仕事の実際について体験したり、働く人々と接したりする学習活動。
食育推進チーム
食育を推進するための校内指導体制の整備として、各学校に設置されるチーム。
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。
小中一貫教育
中学校区内の小中学校が共通した目標を設定し、その具現化に向けて、小中学校の
義務教育９年間を見通した指導計画を作成し、実施していく教育。
人権教育
人権尊重の精神の涵養を目的とする教育。
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。
スクールカウンセラー
スクール カウンセラー
学校で児童・生徒などの生活上の問題や悩みの相談に応じ、指導・助言をする臨床
心理士などの専門家。
スクールガードリーダー
学校、通学路の巡回パトロール及び危険か所の確認等を行う警察官ＯＢ等で防犯に
関する知識を有する者。
スクールソーシャルワーカー
児童・生徒が置かれた様々な環境への働き掛け、関係機関等とのネットワークを活
用し、問題を抱える児童・生徒に支援を行う社会福祉士や精神保健福祉士等の専門家。
セーフティ教室
学校の授業や行事の中で、子ども自身に危険を避ける能力を身に付けさせることや
非行を防止するため、警察署などの協力を得て実施する教室。
総合型地域スポーツクラブ
人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラ
ブで、子どもから高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、
初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志
向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。
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。
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３．１１を忘れない
東京都教育委員会が、首都直下地震等に備え、防災教育の充実を図るために作成し、
都内全児童・生徒に配布た防災教育教材。
【た行】
地域安全マップ
児童・生徒自身に犯罪が起こりやすい場所を再点検させ、地図にまとめさせる活動
を通してどのような場所で犯罪が起きやすいのか、児童・生徒自身が考えることによ
り、自ら危険な場所に近づかなくなる等の危険回避能力の向上を目指す活動。
中学生「東京駅伝」大会
２月に行われる東京都内の区市町対抗の中学生の駅伝大会。
知の循環型社会
各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社会に還元し、社会全体の持続的
な教育力の向上に貢献する形態。
適応指導教室
様々な理由で学校生活に不安を感じ、登校することができない状態の児童・生徒に
対して、学習指導などを行いながら、学校に戻るための手助けをするために設置され
た機関。本市では「せせらぎ教室」と称している。
デジタルアーカイブ
従来、紙やフィルム等で保存されてきた情報や資料等を電子データ化して保存する
こと。
伝統・文化理解教育
日本の伝統・文化に関する取組により、 子供たちの理解を深めるとともに、日本人
としての誇りをもち、 日本の良さを発信する能力や態度を育成する教育。
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。
東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査
東京都が実施する体力・運動能力、生活・運動習慣等の調査。
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。
特別支援学級（固定）
教育上特別な支援を必要とする児童・生徒のために設置された学級。本市は、小中
学校に知的障害学級と中学校に情緒障害学級が存在。
特別支援学級（通級）
特別支援学級（通級 ）
普通学級に所属しながら、自校ないし他校の通級指導学級に決められた時間に通っ
て、児童の必要な指導を受けるシステム。
（本市では、小学校の言語障害学級と中学校
の情緒障害学級）

80

特別支援教育
障がいのある児童、生徒等の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニー
ズを把握して、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、
適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う教育。
特別支援教育コーディネーター
特別支援教育を推進するために、保護者や関係機関に対する学校の窓口として、ま
た、学校内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整役としての役割を担う者。
特別支援教室
特別支援 教室
情緒障害等の児童に対し、平成 28 年度までは通級による指導で対応していたが、平
成 29 年度から教員が巡回し、在籍校で指導を行うようにしたシステム。
特別な教科 道徳
道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道
徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自
己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲
と態度を育成する特別な教科。
（ 平成 27 年 3 月の学習指導要領の一部改正により実施）
図書館インターンシップ事業
図書館インターンシップ 事業
中学生の職場体験、高校生・大学生の夏休みボランティア、司書課程受講者の図書
館実習を実施する事業。
【は行】
ハッピーベビークラブ
本市で実施している母親学級及び両親学級の名称。
ハンディキャップサービス
通常の印刷文字による読書が困難な方、図書館へ来館するのが困難な方など、図書
館利用に障がいのある方へのサービス。
パ フォーマンステスト
英語による４技能（話す、聞く、読む、書く）テスト。
パスファインダー
図書館利用者が特定のテーマについて調べるときに役立つ、キーワードや文献、情
報源などを紹介した探し方の手引き。
非構造部材の耐震化
震災時には、
、 構造設計・構造計算の主な対象となる構造体（コンクリート造、鉄骨
く た い

造等の躯体 ）に限らず、天井材等の落下による被害の恐れがある。そのため、この構
造体ではない天井材、外装材、内装材、照明器具、書棚、窓ガラスやテレビ、ピアノ
等についても落下防止や転倒防止を図る必要があり、これらの部材を構造体と区分し
て、｢非構造部材｣といい、この非構造部材の落下防止や転倒防止を図ることを非構造
部材の耐震化という。
副籍交流
副籍 交流
特別支援学校に在籍する児童・生徒が、居住する地域にある小中学校に副次的に籍
を持ち、直接的・間接的な交流を通して、地域とのつながりの維持・継続を図る制度。
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不登校
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒
が登校しない、あるいはしたくともできない状況にあり（ただし、
「病気」や「経済的
な理由」による者を除く。）、年間に 30 日以上欠席した者。
ブックスタート事業
３～４か月健康診査時に絵本の配布と絵本の活用の大切さを説明する事業。
プロトコール
国と国の間の公式儀礼(外交儀礼、交際儀礼)。
放課後子ども教室
地域の大人の協力を得て、学校等を活用し、子どもたちの活動拠点を確保し、放課
後や週末等における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援する事業。
放課後子どもプラン
地域社会の中で、放課後等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、
文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事
業」を一体的あるいは連携して実施するもの。
具体的には、放課後等の子どもたちの適切な遊びや生活の場の確保や体育館、校庭
など学校の施設を活用して、地域の方々に協力をいただきながら、学習、スポーツ・
文化活動及び地域住民との交流活動などを実施する事業。
防災ノート「東京防災」
東京都が作成・全世帯に配布した防災ブック「東京防災」を有効に活用し、学校と
家庭が一体となった防災教育を一層充実できるよう、都内全児童・生徒に配布した防
災教育教材。
【や行】
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。
ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業
あきる野市の全教員が、全ての子供たちに分かりやすくするために工夫すべき視点
（焦点化・視覚化・共有化）を取り入れた授業。
【ら行】
レファレンス
図書館利用者が求める資料や情報を探す支援のこと。
【Ａ】
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。
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【Ｄ】
ＤＡＩＳＹ
Digital Accessible Information SYstem の略で、視覚障がい者や通常の印刷物を読
むことが困難な人々のために製作される、カセットに代わるデジタル録音図書の国際
標準規格。
【Ｉ】
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）
ＩＣＴ
Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。
【Ｏ】
ＯＪＴ
On the Job Training の略で、日常的な職務を通して、必要な知識や技能、意欲、
態度などを、意識的、計画的、継続的に高めていく取組のことをいう。ここでは、学
校内における人材育成の取組を指す。 （「OJT ガイドライン」東京都教育委員会）
【Ｐ】
ＰＤＣＡサイクル
Plan（計画）、 Do（実行）、 Check（評価）、 Act（改善）の４段階を繰り返すこと
によって、行政運営の効率化と行政サービスの維持向上を図っていくこと。
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。
【Ｙ】
ＹＡコーナ
ＹＡコー ナ ー（ヤ
ー（ ヤ ングアダルトコーナ
ングアダルトコー ナ ー）
主に１０代の中学生・高校生の利用者を対象とした図書等、コーナーの呼称。
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＜資料２＞

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。
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Ⅵ 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。
《構成》
H29.4.1～H30.3.31
職 名
教育長
教育長
職務代理者
教育委員会委員
教育委員会委員
教育委員会委員

氏 名

任 期
H27.11.26 ～
H30.11.25
H27.11.26 ～
H31.11.25
H26.10.28 ～
H30.10.27
H28.10.28 ～
H32.10.27
H29.10.28 ～
H33.10.27
H25.10.28 ～
H29.10.27

きさいち ゆたか

私 市

豊

たのくら みほ

田野倉 美 保
たんじ みつる

丹 治

充

こにし ふみこ

小 西

フミ子

さかたに あつたか

坂 谷

充 孝

みやた まさひこ

元教育委員会委員

宮 田

正 彦

《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29年度は下表のと
おり、定例会１２回、臨時会６回を開催し、議案２６件、報告２件、報告事項９件について審議等を行った。
平成２９年４月定例会（平成２９年４月２０日）
番 号

件

名

結 果

議案

８ あきる野市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

原案可決

報告

２ 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

承

認

報告事項(1) あきる野市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱の一部改正について

報

告

報告事項(2) あきる野市就学援助費支給要綱の一部改正について

報

告

報告事項(3) 平成２９年度使用教科用図書採択事務について

報

告

平成２９年５月定例会（平成２９年５月２５日）
番 号
議案

件

名

９ あきる野市図書館協議会委員の解任及び任命について

議案 １０

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２９年度大規模地震対応訓練の報告について

結 果
原案可決
原案可決
報

告

平成２９年第３回臨時会（平成２９年６月２日）
番 号
議案 １１

件

名

平成２９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

結 果
原案可決

平成２９年６月定例会（平成２９年６月２３日）
番 号

件

名

付議事件等なし
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結 果

平成２９年７月定例会（平成２９年７月２７日）
番 号
議案 １２
議案 １３
議案 １４

件

名

平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）の採択に
ついて
あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例の一部を
改正する条例
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

結 果
採

択

原案可決
原案可決

平成２９年第４回臨時会（平成２９年８月１２日）
番 号
議案 １５

件

名

平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第４号補正）について

結 果
原案可決

平成２９年８月定例会（平成２９年８月２５日）
番 号

件

名

結 果

議案 １６

平成２９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２８年度分）報告書について

原案可決

議案 １７

平成３０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

採

択

報

告

報告事項(1) あきる野市社会教育委員の会議の運営等に関する要領について

平成２９年９月定例会（平成２９年９月２８日）
番 号
議案 １８

件

名

あきる野市公の施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する諮問につ
いて

結 果
原案可決

平成２９年１０月定例会（平成２９年１０月２６日）
件

番 号

名

結 果

名

結 果

付議事件等なし
平成２９年第５回臨時会（平成２９年１１月２０日）
番 号
議案 １９

件

あきる野市民文化ホールの指定管理者の候補者の選定について

原案可決

平成２９年１１月定例会（平成２９年１１月２４日）
番 号

件

名

結 果

議案 ２０

平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第６号補正）について

原案可決

議案 ２１

あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

議案 ２２

あきる野市民文化ホールの指定管理者の指定について

原案可決

報告事項(1) あきる野市特別支援教育推進計画（第二次計画）（素案）について

報

告

平成２９年１２月定例会（平成２９年１２月２１日）
番 号
議案 ２３

件

名

あきる野市公の体育施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する諮問に
ついて

報告事項(1) あきる野市公立学校特別支援学級使用教科用図書選定要項について
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結 果
原案可決
報

告

平成３０年１月定例会（平成３０年１月２６日）
番 号

件

名

結 果

議案

１ あきる野市体育施設及び公民館の指定管理者の候補者の選定について

原案可決

議案

２ あきる野市有形文化財の指定にかかわる諮問について

原案可決

平成３０年 第１回臨時会（平成３０年２月２日）
番 号
議案

件

名

３ あきる野市体育施設及びあきる野市公民館の指定管理者の指定について

結 果
原案可決

平成３０年 第２回臨時会（平成３０年２月９日）
番 号

件

名

結 果

議案

４ 平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第１０号補正）について

原案可決

議案

５ 平成３０年度あきる野市教育委員会所管予算について

原案可決

平成３０年 第３回臨時会（平成３０年２月９日）
番 号
議案

件

名

６ あきる野市立学校の校長及び副校長の人事について

結 果
原案可決

平成３０年２月定例会（平成３０年２月２２日）
番 号

件

名

結 果

議案

７ あきる野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

原案可決

議案

８ あきる野市立学校職員等服務規程の一部改正について

原案可決

議案

９ あきる野市特別支援教育推進計画（第二次計画）の策定について

原案可決

平成３０年３月定例会（平成３０年３月２２日）
番 号

件

名

結 果

議案 １０

あきる野市文化財保護審議会委員の委嘱について

原案可決

議案 １１

あきる野市有形文化財の指定について

原案可決

報告事項(1) 平成２９年度学力調査結果について
報告事項(2)

平成２９年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果に
ついて
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報

告

報

告

《 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２９年度は次のとおり行った。

訪問日

訪問学校名

平成29年5月31日

屋城小学校

平成29年6月2日

前田小学校

平成29年6月15日

五日市小学校

平成29年7月4日

増戸中学校

平成29年10月2日

増戸小学校

平成29年10月17日

一の谷小学校

平成29年10月20日

南秋留小学校

平成29年10月24日

草花小学校

平成29年10月26日

御堂中学校

平成29年10月31日

多西小学校

平成29年11月9日

西秋留小学校

平成29年11月17日

西中学校

平成29年11月24日

東中学校

平成29年11月27日

秋多中学校

平成29年12月11日

東秋留小学校

平成30年1月29日

五日市中学校

《 視察研修等への参加 》
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２９年度は次のとおり参加した。
開 催 日

事 業 名・内 容

場 所

平成29年4月11日 東京都教育施策連絡会

代々木第二体育館

平成29年5月26日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会

神奈川県大和市

平成29年5月31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29年7月21日 東京都市教育長会研修会

東京自治会館

平成29年10月13日 東京都市町村教育委員会連合会管外視察研修

山梨県
山梨県立美術館 外

平成29年11月2日 東京都市町村教育委員会連合会第1ブロック研修会

戸倉しろやまテラス

平成30年1月16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

平成30年2月2日

東京自治会館

東京都市町村教育委員会連合会研修会
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《 学校行事等への参加》
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２９年度の主な参加行事等は次のとおりである。
開

催

日

学

校

名

内

平成29年4月6日

市立小学校

入学式

平成29年4月7日

市立中学校

入学式

平成29年4月29日

東秋留小学校、草花小学校、一の谷小学校、
五日市小学校、御堂中学校

学校公開

容

平成29年5月13日 五日市中学校

学校公開

平成29年5月20日 東秋留小学校、増戸小学校

運動会

多西小学校、西秋留小学校、南秋留小学校、
平成29年5月27日 草花小学校、一の谷小学校、五日市小学校、
増戸中学校

運動会、体育大会

平成29年6月3日

運動会

五日市中学校

平成29年9月16日 西中学校

体育大会

平成29年9月16日 東秋留小学校、東中学校

学校公開

平成29年9月24日 御堂中学校

体育大会

平成29年9月27日 秋多中学校、東中学校

体育大会

平成29年9月30日 屋城小学校、前田小学校

運動会

平成29年10月14日 西秋留小学校

学校公開

平成29年10月27日 五日市中学校

音楽会

平成29年11月3日 西中学校、五日市中学校

学校公開

平成29年11月10日 草花小学校

展覧会

平成29年11月11日 多西小学校、草花小学校、一の谷小学校

展覧会

平成29年11月18日 東秋留小学校

展覧会

平成30年1月13日 東中学校、西中学校

学校公開

平成30年1月20日 屋城小学校

展覧会

平成30年1月20日

東秋留小学校、多西小学校、草花小学校、
前田小学校

学校公開

平成30年1月27日 あきる野市小学校・特別支援学級展覧会

秋川体育館

平成30年2月10日 御堂中学校

学校公開

平成30年3月6日

増戸中学校

合唱コンクール

平成30年3月7日

秋多中学校、東中学校

合唱コンクール

平成30年3月8日

西中学校

合唱コンクール

平成30年3月9日

御堂中学校

合唱コンクール

平成30年3月20日 市立中学校

卒業式

平成30年3月22日 市立小学校

卒業式

89

《 関係行事等への参加》
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２９年度の主な参加行事等は、次
のとおりである。

平成29年4月3日

教職員辞令伝達式

市役所

平成29年4月19日 あきる野市公立小中学校教育研究会総会
平成29年5月7日

場 所

事 業 名・内 容

開 催 日

市内６中学校合同バンドによるマーチング演奏会

秋川体育館
秋川体育館

平成29年6月10日 あきる野市小中学校PTA連合会定期総会

サマーランド

平成29年6月18日 秋川流域合唱祭

秋川キララホール

平成29年7月4日

「いじめをなくそう」子ども会議

市役所

平成29年7月8日

おとなが手本のあきる野市「あいさつ標語カルタ大会」

五日市ファインプラザ体育館

平成29年7月15日 あきる野市子どもすもう大会

秋川体育館

平成29年8月16日 中学生海外派遣事業壮行会

市役所

平成29年8月24日 授業実践力向上研修会

五日市会館

平成29年10月14日 教育フォーラム

秋川ふれあいセンター

平成29年10月14日 中学校海外訪問団歓迎式

アカサカ

平成29年10月24日 中学校海外訪問団帰国式

市役所

平成29年10月28日 あきる野市民まつり市民文化祭開会式

五日市会館

平成29年11月3日 あきる野市民表彰式・青少年善行表彰

まほろばホール

平成29年11月30日 あきる野市小学校音楽会

秋川キララホール

平成29年12月2日 あきる野市中学生の主張大会

秋川キララホール

平成29年12月9日 秋流子ども体験塾小中学校駅伝大会

都立秋留台公園

平成29年12月10日 海外派遣交流事業報告会

まほろばホール

平成30年1月6日

あきる野市の若き音楽家フェスティバル演奏会

秋川キララホール

平成30年1月8日

成人式

秋川キララホール

平成30年1月28日 あきる野市民綱引き大会

秋川体育館

平成30年2月3日

秋川キララホール

青少年音楽の祭典

平成30年2月17日 あきる野市少年少女ドッジボール大会

秋川体育館

平成30年2月28日 あきる野市小中学校教育研究会研究発表会

秋川キララホール

平成30年3月3日

あきる野ルピア

生涯学習シンポジウム

平成30年3月30日 退職教職員辞令伝達式

市役所
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