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◎平成２８年度　取組内容の取組状況の評価基準

段階 段階
A Ⅰ
B Ⅱ
C Ⅲ
D Ⅳ
E

段階
A
B
C
D

計画どおりできた
概ね計画どおりできた

できなかった

計画以上にできた

一部できなかった

　(3)　点検評価有識者

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

できなかった

◎今後の取組ヘの方向性の評価基準

事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施

事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施

取　組　状　況
目標以上に達成できた
目標を達成できた

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

　　　　　　２名の方からご意見をいただいた。

　　　　　　　　　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 　

　　　　　　　 すべての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が、

　　　　　　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。

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

　(2)　基本施策

　　　　　　２８年度取組内容（目標）について、その取組状況を点検するとともに、次年度以降の取組内容（目標）

　　　　　　向性を示し、それぞれ次の基準により評価した。

取　組　の　方　向　性取　組　状　況

事業を計画どおり実施

一部できなかった 事業を廃止

◎平成２８年度　３年間の目標（中期ビジョン）に対する評価基準

　　　　　　　示すことをいう。

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

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

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

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

　(1)　事務事業

　　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。

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

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

　　　により、市民に対する説明責任を果たしていく。

　１　目的　１　目的　１　目的　１　目的

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２８年度に実施した事務の管理及び執行の状況について、

　　用語の意義は、次のとおりとする。

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。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「法」という）の規定により、平成２０年４月１日から、す

べての教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

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

　　　ることにより、効果的で市民に信頼される教育行政を推進していく。

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

　２　定義　２　定義　２　定義　２　定義

Ⅰ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめに

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

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

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

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

　　　　　　となる「あきる野市教育基本計画（第２次計画）後期実施計画」と照らし合わせ、課題の抽出と取組の方
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　人権尊重と社会貢献の精神を育む教育の推進

　豊かな人間性と創造性を育み、未来をひらく学力を伸ばす教育の推進

　生涯学習の推進と文化、スポーツ・レクリエーションの振興

　家庭、学校、地域の連携・協力の強化基本方針４

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

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

基本方針３

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

　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。

　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。

基本方針２

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

基本方針１

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

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

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

平成２５年１２月決定
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の考え方のの考え方のの考え方のの考え方の下下下下、、、、６６６６の施策の施策の施策の施策をををを重点重点重点重点としてとしてとしてとして取り組んでいきます。取り組んでいきます。取り組んでいきます。取り組んでいきます。 
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　平成２８年４月定例会（平成２８年４月２８日）

結　果

原案可決

原案可決

承　　認

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》

　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。

Ⅳ　教育委員会の活動状況についてⅣ　教育委員会の活動状況についてⅣ　教育委員会の活動状況についてⅣ　教育委員会の活動状況について

きさいち　ゆたか H27.11.26　～
H30.11.25私　市　　豊

教 育 長
職務代理者

たのくら　みほ H27.11.26　～
H31.11.25田野倉　美　保 ※H28.10.28　教育長職務代理者就任

H28.4.1～H29.3.31H28.4.1～H29.3.31H28.4.1～H29.3.31H28.4.1～H29.3.31

職　名 氏 　名 任 　期

教 育 長

委　　 員
たんじ　みつる H26.10.28　～

H30.10.27丹　治　　　　充

委　　 員
みやた　まさひこ H25.10.28　～

H29.10.27宮　田　　正　彦

委　 　員
こにし　ふみこ H28.10.28　～

H32.10.27小　西　　フミ子

元 教 育 長
職務代理者

やましろ　せいほう H24.10.28　～
H28.10.27山　城　　清　邦

　教育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28年度は下表のと
おり、定例会１２回、臨時会２回を開催し、議案２３件、報告３件、報告事項１２件について審議等を行った。

《 会 議 》《 会 議 》《 会 議 》《 会 議 》

あきる野市社会教育委員の委嘱について

議案　　７ あきる野市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

番　号 件　　　名

議案　　６

報告　　３ 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

報告事項(1) あきる野市特別支援教育就学奨励費支給要綱について

　平成２８年５月定例会（平成２８年５月２６日）

番　号 件　　　名

議案　　８ あきる野市図書館協議会委員の任命について

議案　　９ あきる野市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

議案　１０ 平成２８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

報告事項(1) 平成２８年度大規模地震対応訓練の報告について

　平成２８年６月定例会（平成２８年６月３０日）

番　号 件　　　名

議案　１１ あきる野市学校給食センター運営協議会委員の委嘱について

議案　１２ 給食納付金の改定に係る諮問について

議案　１３
あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す
る規則

報告事項(1) あきる野市図書館障害者サービス実施要綱の一部改正について
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結　果

結　果

原案可決

原案可決

採　　択

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

承　　　認

結　果

結　果

原案可決

報　　告

結　果

報　　告

　平成２８年７月定例会（平成２８年７月２８日）

番　号 件　　　名

付議事件等なし

　平成２８年８月定例会（平成２８年８月２５日）

番　号 件　　　名

議案　１４ 平成２８年度あきる野市教育委員会所管予算（第３号補正）について

議案　１５
平成２８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２７年度分）報告書について

議案　１６ 平成２９年度使用教科用図書（特別支援学級教科書）の採択について

議案　１７ 給食納付金の改定について

議案　１８ あきる野市図書館運営規則の一部を改正する規則

報告事項(1) あきる野市図書館１６ミリ映画フィルム等貸出要綱の制定について

報告事項(2) あきる野市図書館障害者サービス実施要綱の一部改正について

報告事項(3)
あきる野市中央公民館における来館者への情報の提供に関する要領の制
定について

　平成２８年９月定例会（平成２８年９月２３日）

番　号 件　　　名

議案　１９ 点検評価有識者の委嘱について

報告　　４
臨時代理した行政不服審査請求に伴う裁決に関する報告及び承認につい
て

　平成２８年１０月定例会（平成２８年１０月２７日）

番　号 件　　　名

付議事件等なし

　平成２８年１１月定例会（平成２８年１１月２４日）

番　号 件　　　名

議案　２０ 平成２８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

報告事項(1) 教育長職務代理者の指名について

　平成２８年１２月定例会（平成２８年１２月２２日）

番　号 件　　　名

報告事項(1) あきる野市スクールソーシャルワーカー設置要項について
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結　果

採　　　択

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

結　果

承　　　認

結　果

原案可決

報　　告

結　果

原案可決

承　　　認

報　　　告

報　　告

　平成２９年１月定例会（平成２９年１月２４日）

番　号 件　　　名

議案　　１ 平成２９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

報告事項(1) 郵送等による貸出サービス実施要領について

　平成２９年　第１回臨時会（平成２９年２月９日）

番　号 件　　　名

議案　　２ 平成２８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

議案　　３ 平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算について

議案　　４ あきる野市立学校職員等服務規程の一部改正について

議案　　５ あきる野市立学校職員出勤簿整理規程の一部改正について

　平成２９年　第２回臨時会（平成２９年２月９日）

番　号 件　　　名

議案　　６ あきる野市立学校の校長及び副校長の人事について

　平成２９年２月定例会（平成２９年２月２３日）

番　号 件　　　名

議案　　７ あきる野市教育基本計画（第２次計画）後期実施計画の策定について

報告事項(1) 平成２８年度学力調査結果について

　平成２９年３月定例会（平成２９年３月２３日）

番　号 件　　　名

議案　　８ あきる野市教育委員会事務局処務規則等の一部を改正する規則

報告　　１ 臨時代理したあきる野市立学校の副校長の人事に関する報告及び承認について

報告事項(1) 平成２８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

報告事項(2) あきる野市図書館情報機器等利用要領について
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東京自治会館

平成28年8月29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

増戸小学校

訪問日

《 学校訪問 》

平成28年11月10日

前田小学校

　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２８年度は、次のとおり行った。

訪問学校名

東中学校

増戸中学校

平成28年11月14日

西中学校

平成29年1月23日

平成29年2月24日

秋多中学校

五日市中学校平成28年12月9日

西秋留小学校平成28年11月21日

オリンパスホール八王子

開　催　日

多西小学校

東京都教育施策連絡会

東京自治会館

東京自治会館平成29年2月14日

東秋留小学校

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会

　教育長及び教育委員は、年間を通して、教育行政に関する情報収集、教育に関する調査、研究のために視
察研修等へ参加している。平成２８年度は、次のとおり参加した。

日の出町役場庁舎内平成28年11月8日

東京都市町村教育委員会連合会管外視察研修平成28年10月14日

事　業　名・内　容

平成28年5月19日 東京都市町村教育委員会連合会定期総会

平成28年7月21日

平成28年4月14日

《 視察研修等への参加 》

場　所

平成28年5月27日

平成28年11月7日

平成29年1月19日

平成29年2月20日

五日市小学校

代々木第二体育館

平成28年9月26日

平成28年6月28日

平成28年10月6日

平成28年7月13日

平成28年10月25日

一の谷小学校

屋城小学校

御堂中学校

南秋留小学校

草花小学校平成28年6月27日

平成28年7月12日

神奈川県　国立特別支援
教育総合研究所　外

東京都市町村教育委員会連合会第1ブロック研修会

東京自治会館

東京都市町村教育委員会連合会研修会

東京都市教育長会研修会

平成29年1月13日 東京都市町村教育委員会連合会理事研修会
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平成29年3月9日 御堂中学校 合唱コンクール

平成28年11月18日 西秋留小学校、屋城小学校 学校公開

学校公開

平成29年1月22日 西秋留小学校 学校公開

平成28年10月10日

平成28年11月12日

学校公開

平成28年4月23日 屋城小学校

平成28年9月3日 東中学校 学校公開

平成29年3月8日

平成29年1月21日

平成28年5月21日

平成29年1月14日

五日市小学校

秋多中学校

平成28年11月5日

草花小学校 学校公開

平成28年11月11日

学校公開

　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２８年度の主な参加行事等は、次のとおりである。

平成28年11月19日

平成28年10月28日

平成29年3月23日

平成28年10月27日

平成28年7月16日

合唱コンクール

平成28年5月28日

平成28年10月2日

《 学校行事等への参加》

平成28年4月6日

開　催　日 学　校　名

市立小学校

平成28年9月17日

平成28年4月7日

平成29年3月10日

平成29年3月17日

市立中学校

東秋留小学校、南秋留小学校、増戸小学校

運動会、体育大会

学校公開

多西小学校、西秋留小学校、草花小学校、
一の谷小学校、五日市小学校、増戸中学校

体育大会、運動会

運動会

西中学校

秋多中学校、東中学校、西中学校、御堂中学校、
五日市中学校

学校公開

増戸中学校

多西小学校

増戸小学校 展覧会

屋城小学校、前田小学校

五日市小学校

増戸小学校、東中学校、西中学校

南秋留小学校、草花小学校

内　容

入学式

入学式

運動会

学校公開

東秋留小学校

五日市中学校

東中学校

多西小学校

平成28年10月7日

平成29年1月28日

学校公開

学芸会

学芸会

合唱コンクール

平成28年10月22日

平成29年1月20日

平成28年11月11日

東秋留小学校、草花小学校、前田小学校、
五日市小学校、御堂中学校

学校公開

学芸会

南秋留小学校

卒業式

合唱コンクール

市立中学校

学校公開

卒業式

音楽会

合唱コンクール

平成28年5月2日 西中学校 学校公開

市立小学校

平成28年11月3日 五日市中学校 学校公開

平成28年11月12日 南秋留小学校、草花小学校、一の谷小学校 学校公開

西中学校

平成29年3月7日 東中学校
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教職員辞令伝達式

場　所事　業　名・内　容

市役所平成28年4月1日

《 関係行事等への参加》

市役所

平成28年7月9日

平成28年7月5日

秋川流域合唱祭平成28年6月26日

スポーツ・レクリエーション大会

あきる野市公立小中学校教育研究会総会平成28年4月20日

あきる野市小中学校PTA連合会定期総会

平成29年3月31日 退職教職員辞令伝達式

平成28年10月29日

平成28年11月3日 あきる野市民表彰式・青少年善行表彰

平成29年1月7日

あきる野市小中学校教育研究会研究発表会

青少年音楽の祭典

あきる野市の若き音楽家フェスティバル演奏会

平成29年1月29日

おとなが手本のあきる野市「あいさつ標語カルタ大会」

開　催　日

平成28年5月8日

平成28年12月3日

市役所

五日市ファインプラザ体育館

あきる野市民まつり市民文化祭開会式

教育フォーラム

五日市会館

秋川体育館あきる野市子どもすもう大会

「いじめをなくそう」子ども会議

平成28年7月23日

秋流子ども体験塾小中学校駅伝大会

平成28年10月8日

秋川体育館

平成29年3月4日 生涯学習シンポジウム

平成29年2月4日

平成29年2月22日

あきる野市中学生の主張大会

平成28年12月11日 海外派遣交流事業報告会

平成28年12月10日 都立秋留台公園

秋川ふれあいセンター

あきる野市民綱引き大会 秋川体育館

中学校海外訪問団帰国式

あきる野ルピア

まほろばホール

授業実践力向上研修会

秋川キララホール

秋川キララホール

秋川キララホール

　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２８年度の主な参加行事等は、次
のとおりである。

五日市会館

秋川体育館

五日市会館

平成28年6月11日

秋川キララホール

平成29年2月5日 東京都中学生駅伝大会 味の素スタジアム

市役所

平成28年8月23日

平成28年11月1日

平成29年1月29日 東京オリンピック・パラリンピックフラッグツアー歓迎セレモニー

秋川体育館平成29年1月29日 あきる野市小中学校特別支援学級展覧会

平成29年1月9日 成人式

秋川キララホール

市役所

都立秋留台公園

平成28年7月23日 中学生海外派遣事業壮行会 市役所

平成28年12月1日 あきる野市小学校音楽会 秋川キララホール

平成28年10月27日 中学校海外訪問団歓迎式 アカサカ

サマーランド
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  Ⅴ 平成２８年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び 
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○

○

平成２８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。

Ｈ２８

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

　
　「いじめ防止基本方針」を策定し、その方針に基づいて、各学校のいじめ※防止対策を充実
させます。
学校の教育相談体制を生かした取組を充実させるとともに、教育相談所※や適応指導教室※

等の関係機関との連携協力を深めさせ、いじめ・不登校※対策を強化します。
　　・いじめ把握件数に対するスクールカウンセラー※活用率５０%
　　・いじめ・不登校件数１０%減
　　・適応指導教室に在室している児童・生徒の年度末学校復帰率５０%

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】

評価

【指導室】

評価結果 A Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

　各学校が　「いじめ防止基本方針」に基づいて、月１回の「いじめについて考える日」の取組や道徳教育、特別
活動を通して、いじめ※防止の取組の充実を図ることができていた。また、市教育委員会と連携し、７月に「いじめ
をなくそう」子ども会議※を実施するとともに、児童・生徒が主体となってSNS※あきる野ルールを作成した。
　しかし、いじめの認知件数については、東京都教育委員会が平成２８年７月に出した「『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）」
に基づく報告がなされたため、いじめの認知件数は２学期に一時的に増加した。しかし、各学校が、人間関係のト
ラブルが発生したときの対処を一層丁寧に取り組むようにしたため、３学期は、いじめの認知件数が減少し、いじ
めの認知件数は、最終的に３７件となった。
　これらの最終答申に基づく案件については、担任対応等ですぐに解決したものがほとんどであるが、校内のい
じめ問題対策委員会で周知されている。その場で解決できないような案件は、スクールカウンセラー※も関わるな
ど組織的な対応が行われている。
　不登校※対策に関しては、各学校において、児童・生徒理解のための研修を行うなど、新たな不登校児童・生徒
を出さないよう、児童・生徒理解を進めるとともに、学校生活の充実を図った。また、課題が見られた場合は、学
校、教育委員会、教育相談所※、適応指導教室※、子ども家庭支援センター等の関係機関で必要に応じてケース
会議等を実施し、それぞれの役割を明確にして、連携体制を強化した。さらに平成２９年１月からは、スクール
ソーシャルワーカー※を配置し、家庭訪問を行う等対策の充実を図った。
　しかし、平成２８年度の不登校数は、６１人と５人増加した。
　適応指導教室は、多様化する児童・生徒の実態に応じ、計画的に指導を進めていった。平成２９年３月の在籍
児童・生徒２５人のうち、中学３年生１３人がそれぞれの進学先を決定することができた。また、４人の児童・生徒
が学校に復帰し、在籍児童・生徒数は、平成２９年３月２５日時点で６人（２４％）となった。

【指導室】
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○　事務事業の点検及び評価

1 いじめ防止対策の強化 主管課 指導室

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　いじめ※防止に向け、７月には「いじめをなくそう」子ども会議※を開催し、各校の児童会・生徒会の
代表が集まり、自分たちが主体となったいじめ撲滅への取組について、話し合いを行った。そこで
は、いじめの定義に「いじめがインターネットを通したものを含む」ことになったことを受け、いじめに
特化した「SNS※あきる野ルール」の作成を行った。
　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、本市のいじめ対策につい
て報告するとともに、関係諸機関からの情報や意見をいただいた。「いじめ（ゼロ）への挑戦」には、
家庭への啓発も重要であることが提言された。
　また、各学校に「『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）」に基づくいじめの認知、対応について校長会
等で指導した。

課　　題
　いじめ※を苦にした「生命にかかわる事故」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続ける。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

2 学校における教育相談体制の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・いじめ※の未然防止・早期発見・早期対応に向けた校内組織の設置・運営いじ
め防止条例及びいじめ防止基本方針の検討・策定
・学校における「いじめ防止基本方針」の検討、策定
・いじめ・不登校※件数１０%減少
・長期欠席児童・生徒の個人票の活用
・いじめ問題担当者連絡会等での情報交換と研修
・いじめ把握件数に対するスクールカウンセラー※活用率５０%の実現

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＡ Ｂ Ｃ

　全校が学校いじめ対策委員会を校務分掌に位置付け、その存在を全職員に周知し、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スクー
ルカウンセラーを参加させるなど、積極的に活用を行うことができた。また、全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アップするとともに、全教職員がいじめ※防止に向けた指導
を徹底するよう、校長会や副校長会、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。
　平成２８年７月に「『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）」に基づく報告がなされたため、認知数は２
学期に増加した。その後、未然防止・早期対応を図ることで、３学期には再び減少したが、総計は昨
年の１０件から３７件に増加となった。
　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６１件と昨年に比べて５件増加した。

課　　題
　「『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）」に基づき、いじめ※が発生しないよう、未然防止を図るととも
に、子どもの気持ちに寄り添い早期対応を図らせる。

方 向 性

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

変更
内容
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3 学校と教育相談所※との連携体制の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　スクールカウンセラー担当者連絡会にスクールカウンセラー※を参加させ、担当者とともに効果的な
活用方法を協議させるとともに、指導室が指導・助言を行った。
　教育相談所※や適応指導教室※、子ども家庭支援センターと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。
　教育相談所の取組は、電話相談件数が昨年度より４８件減の１５５件、通所相談件数が１４３件増
の１，５３６件だった。相談者のニーズに応じた教育相談所の丁寧な対応が、通所相談者が増加した
原因と考えられる。

課　　題
　スクールカウンセラー※とスクールソーシャルワーカー※、教育相談所相談員、巡回相談員等が共
有・検討した情報を学校に確実に伝え、個別指導計画※や長期欠席児童・生徒の個人票作成に活か
す。

方 向 性

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

変更
内容

4 学校と適応指導教室※との連携体制の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・適応指導教室※に在室している児童・生徒の年度末学校復帰率５０%の実現

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＤ B B

　多様化する児童・生徒の実態に応じ、計画的に指導をすすめていくことで、平成２９年３月の在籍
児童・生徒２５人のうち、中学３年生１３人がそれぞれの進学先を決定することができた。また、４人
の児童・生徒が学校に復帰し、在籍児童・生徒数は６人（２４％）となった。

【平成２８年度末に２人入室し、平成２９年４月１日現在では、在籍者数は８人となっている。】

課　　題
　指導員の１人増加と、第４学習室の設置を生かし、一層の指導の充実を図る。また、学校と在籍校
復帰に向けた連携を計画的に行い、在籍校に復帰した児童・生徒が学習面・生活面の両面において
困らないよう連絡を適切に行うよう指導していく。

方 向 性

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

変更
内容
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○

○

○

○
○

○

○

 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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

【指導室】
各学校において、人権教育推進委員会での取組や、人権尊重教育推進校※の実践成果を生
かした人権教育※の充実を図ります。
各学校における道徳の時間を基本とした、全教育活動における意図的・計画的な道徳教育
をより一層充実させます。
家庭・地域及び関係機関と連携した道徳授業地区公開講座※を充実させ、意見交換会参加
者の増加を目指します。
小中一貫教育※の視点を踏まえたキャリア教育※の充実を図ります。
友好姉妹都市宮城県栗原市との交流事業を通して、他の地域の中学生と友好関係を深める
など、様々な人と関わることのできる豊かな人間性を育む教育の充実を図ります。
家庭、学校、地域及び関係機関との連携を図り、あきる野市の豊かな自然環境を生かした環
境教育※や、児童･生徒に環境に配慮した行動力を身に付けさせるための教育活動の充実を
図ります。
　【図書館】
図書館インターンシップ事業※により、働くことへの関心を高めるとともに、社会人としての基
盤を身に付けさせ、主体的な活動ができるよう取り組みます。

○中期ビジョン点検及び評価

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 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【図書館】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ
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【】

評価内容、課題、方向性について

【指導室】
　「人権教育※の推進及び啓発」については、人権教育推進委員会を市独自に年１回、他市町村と共催でブロック
連絡会を年２回開催し、各校の人権教育推進に向けた研修や啓発を行った。また、生活指導主任会において「性
同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する決め細やかな対応」について研修会を行った。今後
も様々な人権課題を取り上げ、教員の人権感覚を磨くとともに、道徳の授業や特別活動等を活用し児童・生徒の
人権意識を育成していく必要がある。
　「道徳教育の推進」については、道徳主任会において、東京都道徳教育推進拠点校である西中学校の道徳の
授業を参観し、その後「特別な教科　道徳※」の実施に向けた協議を行った。また、授業力向上研修会において早
稲田大学　岡田芳廣教授に「特別な教科　道徳※」について講演を受けた。
　また、道徳の授業を通して成長した児童・生徒の姿を通知表等を活用して、家庭と情報共有を図っていく活動を
全校で実施した。
　さらに市内全校において、道徳授業地区公開講座※を実施し、授業公開後には保護者や地域住民を交えた意
見交換会を行った。この活動を通して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。
　「キャリア教育※の推進」については、小中９年間を見通した取組を推進した。職場体験※は、社会人として必要
な挨拶、基本的な社会のルール、公共の場でのマナー等について事前学習等を含めて、実践的に学ぶことがで
きた。今年度も事業所との連携強化を図るために、教育委員会の広報「一房のぶどう」に全事業所名を掲載した
り、東京都の表彰に推薦したりして、一層協力を仰いでいく。
　「友好姉妹都市栗原市交流事業の実施」については、８月３日（水）から５日（金）までの３日間に交流事業を実
施した。参加した３１人の生徒は、卓球部交流や生徒会交流、千葉卓三郎ゆかりの施設見学や郷土料理作り、
餅つきを通して、栗原市の生徒たちとの交流を深めた。また栗駒山麓ジオパークめぐりや伊豆沼・内沼はすまつ
り見学を通して、友好姉妹都市である栗原市への理解を深めた。
　「環境教育※の推進」に関しては、全１０小学校による小宮ふるさと自然体験学校を活用した学習を実施した。ま
た、地域人材を活用した農業体験や環境月間の取組等、各校で特色ある取組が実施できた。
　戸倉しろやまテラスのジオ情報室については活用する機会がなかった。

【図書館】
　図書館業務の体験を通じて、働くことの意義について理解を深めるとともに、自らの適性を考える機会を提供す
ることができた。
　特に職場体験※では、延べ体験者数が４４人と、昨年度より２９人増加し、さらに夏休みボランティアや都立高校
の奉仕体験活動を受入れて対応するなど、取組の充実を図ることができた。
　体験日数の多かった参加者を中心に、提供するサービスに対する利用者の満足感を自らの喜びとして捉えら
れるようになったり、主体的に活動に取り組んだり、相手を思いやる心や豊かな感性など、多くのことを学び、体
験の成果が現れている。
　利用者との関わりの中で多くのことを学び、豊かな心の形成につながることから、体験場所の拡大による機会
の増加を図る必要がある。
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○　事務事業の点検及び評価

5 人権教育※の推進及び啓発 主管課 指導室

・人権教育推進委員会の実施
・人権尊重教育推進校※の成果の周知・徹底

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ
　本市独自の人権教育推進委員会を年１回、他市町村と共催のブロック連絡会を年２回の計３回を
通じて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、人権尊重教育推進校※の発表
会に参加し、人権教育に対する具体的な手だてについて理解を深め、各校にその成果を持ち帰っ
た。
　生活指導主任会において「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細や
かな対応」について研修会を行った。

課　　題 　性的マイノリティ以外のその他の個別の人権課題についても取り上げていく必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

6 道徳教育の推進 主管課 指導室

取組状況

【２８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※の意見交換会参加者の増加

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ａ Ｂ
　年間２回の道徳主任会を実施し、各校の道徳教育における成果と課題を協議・情報交換するととも
に、各校の全体計画や年間指導計画の見直しを行った。第２回の道徳主任会では、東京都道徳教
育推進拠点校である西中学校の道徳の授業を参観し、その後「特別な教科　道徳※」の実施に向け
た協議を行った。
　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。

課　　題

　「特別の教科　道徳」の実施に向けて、授業や学校生活全体における児童･生徒の心の変容等を
適切に見取り、通知表や面談等をとおして、家庭と情報共有を図っていく。平成２９年度東京都道徳
教育推進拠点校である五日市中学校や五日市小学校の取組について指導・助言を行うとともに、校
長会や副校長会、教務主任会、道徳主任会等で紹介し、活用するよう指導する。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

7 キャリア教育※の推進 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＡ Ｂ Ｂ

　キャリア教育担当者連絡会を年１回、進路指導主任会を年２回開催し、各校のキャリア教育※の取
組について情報交換するとともに小中９年間を見通したキャリア教育の推進に向けて協議を行った。
　職場体験※については、あきる野市内を中心とした全１２８事業所（前年度１１９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。
　今年度も事業所との連携強化を図るために、教育委員会の広報「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。

課　　題
　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。
　市役所での受入についても検討する。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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8 友好姉妹都市栗原市交流事業の実施 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・栗原市で開催

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　８月３日（水）から５日（金）までの３日間、栗原市交流事業を実施した。参加した３１人の生徒は、卓
球部交流や生徒会交流、千葉卓三郎ゆかりの施設見学や郷土料理作り、餅つきを通して、栗原市
の生徒たちとの交流を深めた。また栗駒山麓ジオパークめぐりや伊豆沼・内沼はすまつり見学を通し
て、友好姉妹都市である栗原市への理解を深めた。

課　　題 　次年度の受入事業に向けて、参加する生徒がさらに友好を深める計画を立てる。

方 向 性

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

変更
内容

9 環境教育※の推進 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・小宮ふるさと自然体験学校や地域の教育資源等を活用した教育活動の推進
・環境月間における各学校の実態に即した取組の推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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。

方 向 性

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

変更
内容

10 図書館インターンシップ事業※の充実 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・中・高生の職場体験※の受入れ
・図書館司書実習の受入れ

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　職場体験※については、中央図書館で市内外中学校４校延べ３２人、東部図書館エルで市内中学
校１校延べ９人、五日市図書館で市外中学校１校３人を受入れた。
　インターンシップ活動については、中央図書館で社会福祉協議会主催「夏！体験ボランティアinあ
きる野2016」に参加し、高校生・大学生を延べ３３人受入れた。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、体験場所の拡大
による機会の増加を図る必要がある。

方 向 性

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

変更
内容
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○

○

○

 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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】【生涯学習スポーツ課】

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

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ａ Ｂ

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｃ Ｂ
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○　事務事業の点検及び評価

評価内容、課題、方向性について

【指導室】
　東京都の日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業の指定を受けた４校が、能や茶道、歌舞
伎、獅子舞、筝曲、稲作、菊作り等の活動を外国人と定期的に交流しながら取り組み、日本の伝統・文化への理
解を深めるとともに、積極的に発信しようとする態度を育成した。
　また、その他１２校も地域人材を活用し、日本または地域の伝統・文化への理解を深める活動を計画的に行
い、それぞれで取り組んできた内容について、オリンピック・パラリンピック教育推進委員会の中で紹介した。
　東京都英語教育推進地域指定事業を受け、英語教育推進連絡会を４回開催し、英語教育アドバイザー※、英語
教育コーディネーター※、AET※などの外部人材を活用した小学校における外国語科の実施に向けた取組につい
て検討した。
　また、小学校中学年における外国語活動※の指導計画を作成するとともに、年３時間程度の外国語活動の授業
を実施した。
　平成２９年度においては、地域の特性を活かし、伝統・文化理解教育※の推進を図るとともに、小学校中学年に
おける外国語活動を１５時間、高学年の外国語科を外国語活動に加えて、５時間以上の授業実践を行う。

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　マサチューセッツ州の規定により、マールボロウ市の学校施設に入れなくなったことに伴うプログラム及び実施
時期の変更はあったが派遣事業を再開し、受入事業とともに、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と、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、連携を図りながら効果的な事業の実施が出来てお
り、今後も継続して推進する。
　学校施設に入れない中での教育交流のあり方の検討や派遣時期の変更に伴う受入体制の早期調整が新たな
課題となった。また、派遣時の随行職員が１名であり、緊急時の対応が難しいことから、派遣の体制や業者委託
の形態の見直しも継続した課題である。

11 伝統・文化理解教育※の推進 主管課 指導室

・地芝居サミットでの経験を生かした、各学校の取組内容の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ａ Ｂ

　東京都の日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業の指定を受けた西秋留小学
校、秋多中学校、御堂中学校、増戸中学校が、外国人との定期的な交流や日本の伝統・文化への
理解を深め、積極的に発信しようとする態度を育成する取り組みを行った。
　また、2020年オリンピック・パラリンピック開催に向けた教育を通して、日本人としての自覚と誇りを
育成することを目指し、オリンピック・パラリンピック教育推進委員会の中で、オリンピック・パラリン
ピック教育重点校である秋多中学校を含む全１６校が取り組んできた内容について、紙面やプレゼン
テーションソフトを活用して紹介し合った。

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※の取組と、地域と連
携した日本の伝統・文化の理解推進を図る取組を充実していく。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

19



12 外国語指導員の活用 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・全小中学校でＡＥＴ※を活用した外国語活動※及び外国語科の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ａ

　東京都英語教育推進地域指定事業を受け、英語教育推進連絡会を４回開催し、英語教育アドバイ
ザー※、英語教育コーディネーター※、AET※などの外部人材を活用した小学校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うとともに、小学校中学年における外国語活動※の指導計画を
作成した。
　小学校中学年において全校で、年３時間程度の外国語活動の授業を実施した。
　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、小学校に
年間１，９４１．５時間（前年度：１，８２７時間）、中学校に年間２，０９６時間（前年度：２，１６０時間）、
ＡＥＴを派遣した。

課　　題
　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

方 向 性

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

変更
内容

13 国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進 主管課

指導室 ・
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・教育交流事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｄ Ｂ

　派遣事業については、教育施設への立ち入りが出来なくなったことから、ホームステイを中心とした
プログラムに変更し、派遣期間も夏休み中の７月２３日から８月３日の間に実施した。
　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２１日から１１月１日の間、マールボロウ市ウィットコム・スクールの生
徒８人及び引率者３人が来訪し、「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。

課　　題

　派遣時期が早まったため、マールボロウ市側の受入体制が整わないトラブルが発生してしまった。
安全に派遣できるよう、調整の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。

方 向 性

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

変更
内容
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○

○

○

○

○

○

 基本施策 ４ 　子ども読書活動の推進

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

・学校図書館使用回数の１０%増加
・学校図書館図書標準の達成率１００%

○中期ビジョン点検及び評価

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 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【教育総務課】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【図書館】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ
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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た。また、学校図書館補助員※を各学校
に配置し、 学校図書館の整備及び図書の貸出・返却、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。今後も児童･生徒の読書量の増加や読書の幅の拡大を図るとともに、学習情報センターと
して児童・生徒の学習支援の場となるよう、学校図書館の充実・活用の推進を図る。

【教育総務課】
　各小・中学校から図書整備計画に基づき要望のあった図書購入費等を予算配当した。これにより、各校では必
要な図書の購入を行った。さらに、蔵書の充実を図りたい中学校については、別枠配当された予算を活用し、図
書の購入を行なった。このことにより、平成２８年度末において、小・中学校全校が学校図書館図書標準達成率
１００％を上回った。
　学校図書館活動の充実に向け、学校図書館に学校図書管理システムを導入するため、情報収集と検討を行い
予算要望したが、他に優先する要望が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、実際に活
用する学校の担当教員等から意見聴取を行うなど、学校のニーズにあったシステム導入に向けさらに検証を行
い、実施計画に基づき、平成３０年度の導入に向け準備を進める。

【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連携を図りながら、平成
２７年度の活動状況評価や情報交換を行い、子どもの読書環境の整備を進めた。
　第二次計画で重点目標となっている、小学校高学年から中学生、高校生（ヤングアダルト：YA※）の未読書率を
減少させる取組として、平成２７年度から実施している、知的書評合戦「ビブリオバトル」の開催や、読んだ本を記
録する「読書アルバム」の配布など、読書のきっかけ作りとなる事業を今年度も実施した。「読書アルバム」は小
学３年生以上を主な対象としていることから、新小学３年生及び未配付になっている新中学１年生に配付するとと
もに、夏休みや読書週間に簡易版を作成・配布して更なる活用を促した。
　学校・学級における読書環境整備の支援として行っている、調べもの学習などに伴う資料提供については、学
級への団体貸出が２８クラス２，４５８冊と昨年度よりも８クラス５３７冊の増となった。
　また、ＹＡコーナーについては、中学生の参加によるＰＯＰ作りと選書の充実により活性化を図った。しかしなが
ら貸出実績の増加につなげられたとは言い難い。いずれも、周知と継続的な取組が課題である。
　図書館ホームページの子ども向けトップページを、子どもにもわかりやすい内容になるよう工夫し、内容の充実
を図った。
　第一次計画から継続する乳幼児に対する取組では、読書離れが懸念される年代までに読書が習慣化するよ
う、言葉や絵本に親しむ機会を提供するとともに、読書へのきっかけ作りとして親子で楽しめるおはなし会など、
各種事業を継続して実施している。
　子どもが自ら本に親しみ、読書習慣を身に付けるためには、継続した取組が必要である。今後も関連部署と連
携し、継続して事業を推進する。
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○　事務事業の点検及び評価

14 学校図書館の充実 主管課
指導室 ・
教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・学校図書館使用回数の１０%増加
・図書館補助員の配置
・学校図書館図書標準の達成率１００%の実現
・学校図書のデータ管理化に向けた検討

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　学校図書館の蔵書を充実させるため、予算編成時に各小・中学校が各校の図書整備計画に基づ
き要望した、図書購入費等を学校配当予算に計上した。各小・中学校では、配当予算を活用し、計
画的に図書の購入を行った。また、各校においては、蔵書数増加に向け、配架スペースの確保に努
めた。
   さらに、中学校では、学校図書館図書標準を満たしていない１校及び充足率を伸ばしたい３校につ
いて、実施計画により別枠配当された予算を活用し、図書の充足を図った。このことにより、平成２８
年度末において、小・中学校全校が学校図書館図書標準達成率１００％を上回った。
　学校図書館図書活動の充実に向けて、学校図書館へのパソコンの配置、システム導入、データ
ベース作成作業等について検討し、実施計画で予算要望したが、他の経費が優先され不採択となっ
た。学校図書館へのシステム導入は、蔵書管理を始め学校図書館連携など図書館活動の充実に必
要な環境であることから、システム内容やその活用環境等について、次年度に向けさらに検討を
行った。

課　　題

　システム導入に向け、実際に活用する学校の担当教員等から意見聴取し、学校現場が使いやす
い環境設定とする必要がある。
　導入が決定した際には、データベース作り（全図書のバーコード読込）に膨大な時間を要すること
から、作業手順や人の配置等事前に十分な調整や対応が必要となる。

方 向 性

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

変更
内容

15 子ども読書活動推進計画の推進 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　　４月２０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。
　子ども読書活動推進連絡会を２回開催し（１１月・３月）、関連部署との情報交換を行うとともに、第
二次あきる野市子ども読書活動推進計画に基づき、平成２７年度の活動状況評価を行った。
　図書館ＨＰの「子ども読書活動支援のページ」では、連携している各課の事業予定や活動内容の更
新を行った。また、「こどものページ」のトップに、人形劇のお知らせを掲載するなど子どもにも分りや
すい図書館ＨＰとなるよう充実を図り、子ども読書活動の情報発信に努めた。

課　　題
　第二次あきる野市子ども読書活用推進計画の最終年度に、計画の遂行状況を確認し、事業を実
施する。また、第三次計画策定の準備を行う。

方 向 性

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

変更
内容

23



16 子ども読書活動推進事業の充実 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　全館でＹＡ※本を積極的に購入をした。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。
　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」を開催するとともに、市内の小学３年生・中学１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、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、「豆本講座」(工作）を開催した。青少年読書リスト「ラ
イブラリー！」パート２を新たに作成し、１１月に中学生に配付した。

　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１，５６４人参加）、原画展、人形
劇（合計１３０人参加）、映画会（合計１０３人参加）などを実施した。また、開催に当たっては、関連す
る本を展示して効果を高めた。
　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
た。また、リストにある図書の展示コーナーを図書館内に設けて紹介するとともに貸出を実施した。

課　　題
　青少年読書リスト「ライブラリー！」パート２の作成や小学校高学年からＹA世代に向けた事業の取
組を行ったが、依然として利用状況が少ない。ＹA※世代に向けた取組の継続が必要である。

方 向 性

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

変更
内容

17 図書館における学校支援事業の充実 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・図書館ガイダンスの実施
・団体貸出しの実施
・学校図書館連絡会の開催
・調べもの学習・総合的な学習支援
・中高生対象資料の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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、２８クラスに２，４５８冊の団体貸出を実施した。
　学校図書館関係者連絡会では、研修講演会、学校図書館の見学会を行うとともに、情報交換を行
い、課題の共有化に取り組んだ。
　調べ学習・総合的な学習の支援では、「カイコ」等３４のテーマで１，３０８冊の資料を提供した。
　中高生対象資料の充実に関しては、館相互の蔵書を調整をするとともに、各館の状況に配慮した
選書を行って充実を図った。

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。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。

方 向 性

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

変更
内容
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○

 基本施策 ５ 　学力向上対策の強化

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン状況点検及び評価

担当部署　【指導室】

評価

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

【指導室】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｄ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　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向
上モデル校指定事業（草花小学校、一の谷小学校、南秋留小学校、屋城小学校、東中学校、西中学校の計６
校）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、都の学力調査に
おいて過去３年間に比べ下位層の割合を減少させることができたが、小・中ともに５０％以下にはなっていない。
　一方で、習熟度別少人数指導※の充実や都「学力ステップアップ推進地域指定事業」を受け、外部人材を活用し
た一人一人への手厚い支援、補習の充実等の取組を推進したため、児童・生徒質問紙調査では、「授業が分か
る」という項目について小・中学校各教科とも７割以上を占めている。
　授業改善に向け、「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」及び「あきる野市授業スタン
ダード※」のリーフレットを作成し、全教師に配布した。
　平成２９年度は、２枚のリーフレットに基づく授業改善に加え、学力向上モデル校指定事業の成果を踏まえ全校
で実施する学力ジャンプアップ事業※を活用し、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）の配置事業とあわせて、各校が外部人材を有効に活用することで、学力向上を図る。

【指導室】
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○　事務事業の点検及び評価

18 学力向上に向けた取組の推進 主管課 指導室

・中学校区ごとの基本方針に即した小中一貫教育※の推進
・都学力調査における下位層を５０％以下とする
・授業改善推進プラン※の作成及び活用
・学力調査結果に基づいて作成した授業プランの活用
・補充学習用のドリルの活用

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｃ

　中学校区ごとに定めた小中一貫教育基本方針に基づき、９年間を見通した指導を推進した。また、
五日市中学校区（五日市中、五日市小）が、算数・数学の基礎・基本の定着という視点で２年間の研
究成果を平成２９年１月２５日（水）に市内全教員を対象に研究発表会を実施した。
　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向上モデル校指定事業（草花小学校、一の谷小学校、南秋留小学校、屋城小
学校、東中学校、西中学校の計６校）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、都の学力調査において下位層の割合を減少させることができたが、
５０％以下にはなっていない。
　学力調査結果を基に作成した授業改善推進プラン※について、９月～１０月にかけ、指導主事等に
よる学校訪問を実施し、各学校の実態に応じた今後の改善について指導・助言を行い、内容のさら
なる充実を図った。さらに、指導室訪問の際には、全教員の学習指導案に授業改善推進プランの視
点に基づいた指導・助言を行い、各教員の指導力向上に努めた。
　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。

課　　題 　学力ジャンプアップ事業※の予算を効果的に活用させ、児童･生徒の基礎学力向上を図る。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

19 教育環境の整備 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・各学校の状況に即した教員補助員※の配置
・情報教育推進委員会の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　個に応じた指導の充実を図るため、各校の実態に応じて教員補助員※を配置し、各学校で有効活
用した。
　情報教育推進委員会において、情報モラルを高めるための実践事例や校内研修会等の情報交換
をもとに、各学校の情報教育の充実を図った。

課　　題 　ＩＣＴ※教育については、教育総務課と連携し、今後の環境整備を進めていく。

方 向 性

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

変更
内容
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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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○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 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｃ Ｂ Ｂ

【学校給食課】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｃ Ｂ Ｂ
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【教育総務課】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

【指導室】
　体力・運動能力調査の結果では、本市の小学生・中学生はともに体格が小さい。そのような中、中学校では、１
年生男子以外は東京都の平均値を上回ることができたのは評価できるものの、全国と比較すると課題がある。ま
た、小学校では男女とも３学年ずつ平均値を下回る結果となり、一層の指導の工夫が必要であることが分かっ
た。そこで、体力向上委員会を年４回実施し、「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査※」の実
施方法についての検討や調査結果の分析に基づいた体力向上策について協議・情報交換を行った。
　平成２９年度は、秋多中学校のスーパーアクティブスクールとしての取組やオリンピック・パラリンピック教育推
進校※としての各校の取組を、情報交換して各校でさらに工夫して取り組むことで、普段運動やスポーツをしない
児童・生徒たちに進んで運動やスポーツに取り組もうとする意欲や態度を育てていく。
　食育については、栄養教諭※等と連携し、年間３回の食育リーダー連絡会において、具体的な実践事例を紹介
し、各学校の取組の見直しを図った。また、栄養教諭※による栄養指導の授業も１４校で実施した。
　平成２９年度についても体力向上や健康増進に、望ましい食習慣の在り方や豊かな食生活が重要なことを、栄
養教諭や食育リーダー※、養護教諭と連携をして、担任が中心となって児童・生徒に指導していく。

【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回数は年々増加
している。今後さらなる食育の推進を図っていくためには、各学校全体に食育に関する取り組みが浸透し、食育
リーダー※を中心とした校内での授業展開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】
　保健主任会を開催し、各種健康診断の実施、学校におけるケガの防止、流感及び熱中症対策等、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。また、飲料水、プールの水質、換気、採光、照度の
検査を実施し、環境衛生基準に基づく環境管理を行なった。
　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。
　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。
　課題であった、定期健康診断の内科及び歯科検診結果通知の様式を統一した。
　食物アレルギーマニュアルについて、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、対象者へ給付金の給付を行った。
　学校保健に係る書類で、様式の統一ができていないものがあることから、保健主任会の場を活用し統一を図
る。
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○　事務事業の点検及び評価

20 スポーツ教育の推進 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・中学校区ごとの取組の充実
・小中学校全校全学年が都体力等調査の体力合計点で東京都の平均値を上
回る
・中学生「東京駅伝」※の実施による体力の向上策の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＡ Ｂ Ｃ

　体力向上委員会を年４回実施し、「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査※」の
実施方法についての検討や調査結果の分析に基づいた体力向上策について協議・情報交換を行っ
た。
　体力調査の結果では、小学校・中学校はともに体格が小さい中、中学校では、１年生男子以外は
東京都の平均値を上回ることができたものの、小学校では男女とも３学年ずつ平均値を下回る結果
となった。
　オリンピック・パラリンピック教育※推進委員会では、オリンピック・パラリンピック教育重点校である
秋多中学校の取組を発表させ、各校の参考にさせるとともに、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、全５０チーム中、男子１４位（昨年度２２位）、女子１５位(昨年度３８位）、
総合１３位(昨年度２９位）という結果で、市部では八王子市、町田市に次ぐ記録となった。

課　　題
　筋力（握力・上体起こし）や俊敏性（反復横とび）に課題が見られるので、体力向上委員会で指導法
等の検討を進める。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

21 学校における食育の推進 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・食育リーダー連絡会の実施
・食育推進チーム※を活用した取組の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

  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、栄養教諭※を活用した授業を１４校において２０２回実施した。未実施校は今年度実施予定であ
る。

課　　題
　各学校が組織的に食育を進めるために、今後も食育リーダー※や栄養教諭※と連携し食育を推進し
ていく。

方 向 性

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

変更
内容
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22 給食センターが行う食に関する指導の推進 主管課 学校給食課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｂ Ｂ

　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１４校で実施した。延べ実施回数は、２４８回で前年より５２回の増加で
あった。また、給食指導に関する資料等を作成し、各学校に配布するなど、継続的な支援を行った。
　地場産野菜の活用については、秋川学校給食センターでは１４品目、五日市学校給食センターに
おいては２１品目、両センターで１０，７２３ｋｇ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４７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、魚のチーズ焼き、
ジャーマンポテト、生野菜サラダ、ＡＢＣスープに取り入れた。

課　　題

　栄養教諭※及び学校栄養職員による食に関する授業の実施回数は年々増加しているが、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が必要な時期と考える。
　地場産野菜の活用及び使用量増加を図るためには、農家の作付け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、地場産野菜を継続的に使
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。また、会
場を給食センターにしたところ好評だったことから、今後も同様に行っていく予定であるが、夏休み期
間中は調理場内の設備点検等の実施や衛生管理上の観点から、料理教室の実施回数の増加は難
しいと考える。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

23 学校保健の充実 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　保健主任会を６回開催し、各種健康診断の実施、ケガの防止、熱中症対策等について、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。また、飲料水、プールの水質検査や
換気、採光、照度の確認を実施し、環境衛生基準に基づく環境の確保に努めた。
　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。
　昨年の課題であった、定期健康診断の内科及び歯科検診結果通知について、様式を統一した。
　食物アレルギーマニュアルについて、学校給食課が安全な給食の提供に向け見直しを行い、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。
　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。
　 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。

課　　題
　小・中学校入学時に、保護者が緊急連絡先や既往病等を記載し学校に提出する保健調査票の内
容について、中学校は平成28年度に統一できたが、小学校ができていないため、内容を統一する必
要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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 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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】

評価

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

【指導室】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｃ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　平成２８年度末、特別支援学級※・特別支援教室※に在籍している児童・生徒数は２６０人である。さらに各校
が、巡回相談※を通して、特別な支援が必要だと考えている児童・生徒は４５１人いる。これに対し本市は教員補
助員※を配置し、個に応じた指導の充実を図っている。また、特別な支援が必要な児童・生徒に対しては、個別指
導計画※を作成し意図的・計画的に指導を行っている。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・活用は１００％行われた。一方個別の教育支援
計画（学校生活支援シート）の作成率は８０％台にとどまった。保護者と共通理解を深め、長期的な個に応じた指
導を行うための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※づくりとは」のリーフレットを作成し全教員に配布した。各学
校において、管理職の指導の下、授業づくりの一貫として特別支援教育コーディネーター※が中心となり、ユニ
バーサルデザイン※の考えに基づく教室環境整備を進めた。
　各学校における特別支援体制の整備については、全校に設置している校内委員会を中心に、就学相談の充実
や特別支援教育補助員及び介助員の活用など一人一人の状況に応じた支援が充実してきている。また、特別支
援教育推進計画については、取組状況を年間２回の特別支援教育検討委員会※にて報告し、そこでの意見等を
含めて、３月定例教育委員会にて報告していく。
　就学相談委員会※は、年間８回開催し、延べ６９人の就学（転学）について検討した。
　各学校への臨床心理士や医師による巡回相談※や介助員の配置については、適切に実施できた。
　就学（進学）支援シート※の作成については、平成２７年度と比較して増加している。今後も、入学前の情報提供
の必要性を園や学校を通して保護者に啓発していく。
　副籍交流※に関しては、平成２７年度から新１年生は、原則、副籍交流を実施することになっている。また、地理
的近さなどから直接交流もしやすい。積極的に副籍交流※を行うよう指導・助言を行っていく。
　特別支援教室検討委員会を立ち上げ、平成２９年度に屋城小学校を拠点校としたグループと増戸小学校を拠
点校としたグループが実施できるように検討し、開設準備を整えた。平成２９年度は小学校における特別支援教
室の円滑な実施に向け取り組むとともに、中学校の特別支援教室開設に向けて研究を行う。

【指導室】
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○　事務事業の点検及び評価

24 特別支援教育※の推進体制の強化 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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ａ A

　特別支援教育推進計画に基づき、様々な事業を実施することができた。小学校特別支援教室※に
ついては、研究にとどまらず、特別支援教室検討委員会を開催して平成２９年度小学校における全
校実施に向けた準備ができた。

課　　題 　推進計画に基づいた取組を実施していく。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

25 巡回指導による学校等の支援の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・各学校の状況に即した専門医や臨床心理士の派遣

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ａ Ｂ

　特別支援学級（通級・固定）※への専門医の派遣は、年１回、全ての特別支援学級を対象に実施し
た。また、教育相談所※の臨床心理士による学校への巡回指導は、全１６校を対象に延べ９３回
(小７４・中１９、前年度１０３回）実施し、適正な学習環境の整備に役立てた。さらに就学前の状況を
把握するため、幼稚園・保育所にも巡回を行い、平成２８年度は、２６園（分校含む）中２１園の幼稚
園・保育所に計９３回（前年度：９４回）訪問を行い、保育や指導に当たっての留意点等について助言
するとともに、適正な就学に向けて支援ができた。

課　　題 　学校の状況に応じた専門医等の派遣を継続して実施していく。

方 向 性

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

変更
内容

26 配慮を要する児童・生徒の就学支援の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　就学相談委員会※を年８回開催し、延べ７０人の就学（転学）先について相談した。
　また、保育所や幼稚園からの就学支援シート※は１０５件（前年度９３件）、小学校からの進学支援
シート※は３２件（前年度２１件）で、大幅に増加した。
　このシートは、就学先や進学先へ必要な情報が伝わり、学級編成をする際の資料となった。

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･中学校に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･助言していく。

方 向 性

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

変更
内容
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27 特別支援学級介助員の配置 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・特別支援学級（固定）※の状況に即した介助員の配置

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　市内４小学校及び３中学校の特別支援学級（固定）※数に応じて、介助員を配置した。（１学級１人）
　平成２７年度は、３８人だった介助員が、平成２８年度は学級数の減少に伴い、３５人になった。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 　今後も就学相談を計画的に行い、学級数を早めに決定し、必要な介助員を配置する。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

28 特別支援学校との副籍交流※の実施 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｃ Ｃ

　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。在籍７３人中（前年度７５人）、３２人（前年度３７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。

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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

29 小中学校の特別支援教育※体制の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・特別支援教育コーディネーター連絡会の充実
・特別支援教育研修会の充実
・校内委員会による特別支援教育体制の充実
・個別指導計画※、個別の教育支援計画（学校生活支援シート）※の作成率
１００％の実現
・ユニバーサルデザイン※に基づく教育環境の提供を全学級で実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ａ Ｃ

　特別支援教育コーディネーター連絡会を年４回開催し、外部講師による講話や情報交換を行う中
で、コーディネーターの責任と役割や、組織的、計画的な特別支援教育※の充実について相互理解
を深めさせた。また、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３４９人の参加者があった。
　校長会等を通して、全校設置した校内委員会の活用について指導し、校内における情報交換の活
性化や、教員が連携した個別支援など、特別支援体制のさらなる充実を図った。
　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
ては、個別指導計画※の作成・活用が１００％行われた。一方、個別の教育支援計画（学校生活支援
シート）※の作成率は８０％台にとどまった。保護者と共通理解を深め、長期的な個に応じた指導を行
うための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※づくりとは」のリーフレットを作成し全教員に配布
した。各学校において、管理職の指導の下、授業づくり一貫として特別支援教育コーディネーターが
中心となって、ユニバーサルデザイン※の考えに基づく教室環境整備が進められた。
　特別支援教室検討委員会を立ち上げ、平成２９年度に屋城小学校を拠点校としたグループと増戸
小学校を拠点校としたグループが実施できるように検討し、開設準備を整えた。

課　　題 　個別の教育支援計画(学校生活支援シート）※の作成について一層の啓発を行う必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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30 特別支援学級（固・通）※による指導の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　年間８回の特別支援学級担当者連絡協議会を実施し、各学校の状況、合理的配慮の考え方等に
ついての情報交換を行った。
　また、指導主事による全校訪問を実施し、特別支援学級※の教育課程の見直し、年間指導計画の
作成、行事の精選など指導の充実を図った。
　さらに、７月の協議会については、東京都立あきる野学園を会場とし、施設見学を実施するととも
に、都立学校における様々な環境づくりの工夫について学ぶことができた。

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

方 向 性

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

変更
内容

31 特別支援教育指導補助員の配置 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・個別指導計画※の作成と活用を踏まえた指導の充実
・実態に即した計画的な配置

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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６，８７１時間（前年度７，４２０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 　個別指導計画※に基づく指導員の配置を推進する。

方 向 性

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

変更
内容
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○

○

○

 基本施策 ８ 　特色ある学校づくりと学校運営の改善

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

総合的な学習の時間※を中心に、各地域の人材を効果的に活用した教育活動を充実させ、
特色ある学校づくりを進めていきます。
保護者・地域の方に学校の教育活動を公開する機会を増やし、開かれた学校づくりを推進し
ます。
ＰＤＣＡサイクル※を明確にした学校評価等を組織的に実施させ、学校運営の改善・充実を図
ります。

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】

評価

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

【指導室】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｃ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　第二次基本計画の重点目標に対応した、学校評価の評価項目について、夏季休業日中に、指導担当課長（統
括指導主事）が全校訪問を実施し、学校評価に関する各学校の実態に即して指導・助言した。
　学力向上という重要施策を達成するために、学校関係者評価に成果指標の一層の具体化を図るため、学力・
学習状況改善計画※を作成させた。
　昨年度より課題のホームページの更新については、校長会や副校長会で指導し、開かれた学校づくりを推進す
るよう指導していく。
　総合的な学習の時間※における外部人材の活用については、学校からの要望を基に適切に予算配当し、実施
することができた。今年度も引き続き適切に配当していく。

【指導室】
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○　事務事業の点検及び評価

32 地域の人材活用の推進 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経費等の配分
・各学校における地域の人材活用の推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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※として積極的に招聘し、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 　今後も、地域人材を生かした教育活動の充実を図る。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

33 開かれた学校づくりの推進 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・学校公開の充実
・ホームページの有効活用の推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｃ Ｃ

　各学校の運動会や体育祭等の学校行事とは別に、実態に即して年間１回から３回程度の学校公
開または学校公開週間を実施した。
　また、学校だよりを町内会・自治会へ配布し、学校からの情報発信を行うなど、保護者や地域へ開
かれた学校づくりの推進を図った。ホームページの更新については、校長会、副校長会を中心に、定
期的な更新について指導した。

課　　題 　各校のホームページの充実と、内容の定期的な更新を確実に実施する。

方 向 性

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

変更
内容

34 学校評価システム※の充実 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・学校訪問の実施による各学校の実態に即した学校評価の改善・充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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）が全校訪問を実施し、各学校の実態に即して学校評価に関する
指導・助言した。
　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。

方 向 性

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

変更
内容
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○

 基本施策 ９ 　教員の資質・能力の向上

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

各種研修事業や研究奨励事業などをより一層充実させるとともに、各学校における校内
ＯＪＴ※の推進体制を整備・強化することで、教員個々の課題や経験、職層に応じた資質・能
力の向上に努めます。
　
　・市内で毎年５人以上の東京教師道場※部員や都研究員等を輩出できる学校体制の確立

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【指導室】

評価

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

【指導室】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　東京都の日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業の指定を受けた西秋留小学校、秋多中学
校、御堂中学校、増戸中学校）や学力ステップアップ推進地域指定事業※（全小・中学校）、東京都英語教育推進
地域指定事業（全小学校）等の都の事業や研究について、各学校が計画的に進めることを通して教員の指導力
向上を図った。
　また、様々な教育課題の解決に向けて、教務主任会、生活指導主任会、人権教育推進委員会等において研修
を実施したり、近隣市町村と連携し、副校長や主幹教諭等を対象とした教育課題研修会を年２回実施したりした。
　さらに、　８月には、市内全教員を対象とした授業力向上研修として、早稲田大学大学院教職研究科 　岡田
芳廣 教授を講師に招聘し、　「特別の教科道徳の基礎・基本と授業展開の工夫」～評価や言語活動・体験活動
等を重視した指導の実際～をテーマに研修を行った。
　御堂中学校を市ＯＪＴ推進モデル指定校に指定し、「みんなで教え合うOJT」というテーマで研究を進めさせ、そ
の成果を校長会、副校長会、教務主任会にて報告させた。
　教職経験の浅い産休・育休代替教員に向けても授業観察を行うなど研修を充実させることができた。
　若手教員育成研修が、模擬授業の実施や学習指導案作成の内容に偏っていること、研修内の協議で深まりの
ある内容にすることなどが課題である。

【指導室】
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○　事務事業の点検及び評価

35 教職員の研修等の実施 主管課 指導室

・毎年５人以上の東京教師道場※部員や東京都の研究員等を輩出できる学校
体制の確立
・教育課題研修や職層に応じた研修会等の充実
・ＯＪＴ推進モデル指定校の指定
・校内ＯＪＴ※に関する全校への学校訪問を実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　東京都教育研究員※２人、東京教師道場※６人の計８人を輩出した。
　東京都若手教員育成研修実施要綱に基づく年間計画に沿って、計画的に実施できた。また、様々
な教育課題の解決に向けて、教務主任会、生活指導主任会、人権教育推進委員会等において研修
を実施した。さらに、近隣市町村と連携し、副校長や主幹教諭を対象とした教育課題研修会を年２回
実施した。
　８月には、市内全教員を対象とした授業力向上研修として、早稲田大学大学院教職研究科 　岡田
芳廣 教授を講師に招聘し、　「特別の教科道徳の基礎・基本と授業展開の工夫」～評価や言語活
動・体験活動等を重視した指導の実際～をテーマに研修を行った。
　御堂中学校を市ＯＪＴ推進モデル指定校に指定し、「みんなで教え合うOJT」というテーマで研究を
進めさせ、その成果を校長会、副校長会、教務主任会にて報告させた。また、夏季休業中に指導担
当課長（統括指導主事）が全校を訪問し、各校のＯＪＴ※の取組について確認するとともに、他校の取
組例を用いて助言し、各校の取組を向上させるよう努めた。さらに、ＯＪＴ※の中核となる副校長の資
質向上を図るため、副校長を対象とした研修会を実施した。

課　　題

　若手教員や教員経験の少ないものが多く、今後研修の充実が求められる。また、小学校外国語
科、特別な教科道徳※の実施に向けた研修も充実させていく必要がある。さらに、管理職育成、危機
対応等、一層、職層や目的に応じた内容となるよう工夫していく必要がある。
　東京教師道場※部員や東京都教育研究員※を担える人材を引き続き育成していく。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

36 研究奨励事業等の推進 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・市の研究推進校等の指定
・国や東京都の研究奨励校の指定

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　市研究推進校として、五日市中学校区（五日市中、五日市小）が「心を磨き　環境を整え　学力向
上を図る～豊かな心を育み、人とのかかわりを大切にできる児童・生徒の育成を中心に～」という
テーマで研究を進め、発表を行った。増戸中学校区（増戸中、増戸小）は「豊かに表現し、学び合い、
高め合う児童生徒の育成～アクティブ・ラーニング型授業の実践を通して～」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。
　東京都の研究事業指定では、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、秋多中学校が重点校として指定され、日本の伝統・文化の学習（能や茶道）やスポーツ
に親しむ取組（ランニングクリニックやコーディネーショントレーニング）を行った。
　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、夢未来プロジェクトには西秋留小、秋多中が
それぞれ指定され、工夫した取組を行えた。
　さらに、学力ステップアップ推進地域指定事業※（全小・中学校）、英語教育推進地域指定事業（全
小学校）の都の研究事業を計画的に進め、それぞれの児童・生徒の学力向上や教員の指導力向上
を図った。

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

方 向 性

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

変更
内容
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37 教職員研修センター※の活用 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・指導員による年間３回の授業観察の実施
・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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ａ

　５人の市教職員研修センター※指導員により、若手教員を中心に授業観察を実施し、学習指導及び
学級経営について指導を行った（初任者、２年次、３年次は年間３回、４年次は年間１回）。また、小１
問題に対応するため、１年生の全学級の授業観察や管理職からの要望に応じて、産休育休代替教
員の授業観察を実施し、学級の状況に即して指導を行った。
　特に、若手教員については、担当を決め、指導室と連携した継続的な指導を行った。
　さらに、主任教諭任用時研修などの講師として活用した。

課　　題
　平成２９年度は、平成２８年度より指導員が１人減となる。そのような状況ではあるが、若手教員を
中心に指導力の向上を図る。

方 向 性

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

変更
内容

　教職員研修センター※指導員が関わる研修の実施回数等を再検討する。
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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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

【教育総務課】
危険性の高い非構造部材の耐震化※を優先して実施し、併行して老朽化の著しい部分を中
心に改修（給食リフト、プール循環浄化装置、消防設備等）や改善（トイレの洋式化等）を実施
します。
学校施設の大規模な整備については、市の整備計画の進捗状況を踏まえながら推進しま
す。
【学校給食課】
整備計画で示された整備手法に基づき、ＰＦＩ事業※の導入準備を進めます。
ＰＦＩ事業導入のためのアドバイザリー業者を選定し、実施方針を策定します。

○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 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【教育総務課教育施設担当】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｃ Ｂ

【学校給食課】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｃ Ｃ

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台のパソコンと小・中学校に各１台共用のパソコンを継続的に配置した。また、平成２８年度から
段階的に導入される特別支援教室※に配置される支援員用のパソコンを新たに配置した。
　２月に東京都のICT※活用モデル事業を実施している府中第八中学校の研究発表を担当職員と管理職で参観
した。
　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。
　教育情報ネットワークを使用する、学校教職員等の情報セキュリティー対策基準を作成する必要がある。
　また、学校ICT環境の整備に向け、指導室と連携し、活用計画と整備計画を作成する必要がある。
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○　事務事業の点検及び評価

【教育総務課教育施設担当】
　非構造部材の耐震化※は、有事の際、避難所としての使用が考えられる体育館・武道場を優先して実施してい
る。平成２８年度は小学校の耐震化調査業務及び窓ガラス飛散防止フィルム張替工事設計業務を実施した。平
成２９年度に工事設計業務及び工事をそれぞれに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、平成２８年度は水飲栓直結給水化工事や防
火区画等改修工事などを実施し、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。

38 学校施設の非構造部材の耐震化※の推進 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・優先度の低い非構造部材の耐震化※の点検と設計

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｄ Ｂ

　平成２８年度は小学校１校舎分の非構造部材耐震調査業務及び３校舎分の窓ガラス飛散防止フィ
ルム張替工事設計業務を実施した。
　また、平成２７年度に実施を予定していた体育館非構造部材耐震化工事【屋城小・南秋留小・草花
小・一の谷小・前田小・増戸小・五日市小・秋多中・東中・西中・御堂中・増戸中・五日市中】及び武道
場非構造部材耐震化工事【東中・西中・御堂中】を実施した。

課　　題
　平成２９年度以降、非構造部材の耐震化※の対象を校舎へと移行し、推進していくが、他の学校施
設整備計画との整合を図り、財源を確保していく必要がある。

方 向 性

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

変更
内容

39 老朽化した学校施設の改修・改善の推進 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・老朽化している学校施設の改修・改善

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　水飲栓直結給水化工事【多西小・増戸中】、防火区画等改修工事【秋多中】、高圧気中開閉器取替
工事【多西小・南秋留小】、受水槽取替工事【一の谷小】、非常通報装置改修工事【全小中学校】、普
通教室床改修工事【五日市中】、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や防火区画等改修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。

課　　題
　各学校の老朽化の著しい部分について、重点的に改修工事を実施し、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。

方 向 性

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

変更
内容
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40 学校施設の計画的整備 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・学校施設の計画的整備の資料収集
・市施設全体の整備計画の進捗状況を踏まえた整備の推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｃ Ｃ

　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。

課　　題

　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２８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。
　整備計画については、大規模な施設整備をする場合、財政状況や他の施設の整備計画を勘案す
る必要があるので、上位計画である「あきる野市公共施設等総合管理計画」を踏まえ策定する必要
がある。国の補助制度も活用できるが、近年補助不採択になる案件が出ている。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

41 情報機器の整備 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・教員１人１台のパソコンの維持・管理
・各学校の実態に即したＩＣＴ※の整備

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　教職員１人に１台のパソコンと小・中学校に各１台共用のパソコンを継続的に配置した。また、平成
２８年度から段階的に導入される特別支援教室※に配置される支援員用のパソコンを新たに配置し
た。
　２月に東京都のICT※活用モデル事業を実施している府中第八中学校の研究発表を担当職員と管
理職で参観した。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。

課　　題
　教育情報ネットワークを使用する、学校教職員等の情報セキュリティー対策基準を作成する必要が
ある。学校ICT環境の整備に向け、指導室と連携して活用計画と整備計画を作成する必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

42 新学校給食センターの整備の推進 主管課 学校給食課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・アドバイザリー業者選定委員会発足準備

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｄ Ｃ

　前年度に視察した情報や、インターネットを活用して得た先進市等の事例を参考にし、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など
の作成に取り組んだ。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）に参加し、知識の向上に努めた。

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。

方 向 性

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

変更
内容

　平成２９年度では、先進市の視察等を行い、引き続きアドバイザリー業者選定委員会発足
に向け準備を進めていくとともに、ＰＦＩ事業※導入のためのアドバイザリー業者選定の準備に
ついても取り組んでいく。
　また、後期実施計画に示した平成３０年度以降の取組内容は、１年ずつ先送りとする。
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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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○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 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｃ Ｃ

【教育総務課】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ａ

評価内容、課題、方向性について

【指導室】
　各学校の要請に合わせて講師及び通訳を配置できるようにしているが、昨年度は要請がなかった。平成２９年
度も予算を確保し、要望に合わせて適切に日本語指導事業を実施する。

【教育総務課】
　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。また、小学校の統合により、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、通学定期購入費を補助した。
　さらに、新入学児童生徒学用品費を入学前年度に支給するため、先進市の情報収集、要綱の一部改正、周知
方法の検討、支給システムの改修に向けた調整、予算措置等の準備を行ない、平成３０年度新入学児童・生徒
から実施できるようにした。
　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。
　新入学児童生徒学用品費の入学前支給の実施に当たり、周知方法、受付・審査方法、支給方法など、実際に
事務を行いながら、課題抽出と事務改善を行う必要がある。
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○　事務事業の点検及び評価

43 外国人児童・生徒への支援の実施 主管課 指導室

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｄ Ｄ

　日本語指導講師用の予算を確保したが、学校からの派遣要請はなかった。
　ＮＰＯ法人の活動が実施されなくなったため、連携は行わなかった。

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していく。

方 向 性

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

変更
内容

　ＮＰＯ法人の取組が有償のため、今後は紹介する程度となることを踏まえ、後期実施計画
では、「日本語教室等を開設するＮＰＯ法人との連携の強化」は削除する。

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

44 教育の機会均等の確保 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・就学援助及び育英資金制度の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＡ Ｂ Ａ

　就学援助費制度の周知については、３月中旬に卒業を迎える中学３年生を除いた全小・中学生に
お知らせと申請書を配布し、新１年生については、入学式後に配布した。また、市広報や市ホーム
ページにも掲載し、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。
　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。

　【平成２８年度実績
　　　　　　　　　　　支給対象児童数５５３人、支給対象生徒数３６１人、支給対象世帯数５６６世帯】

   新入学児童生徒学用品費を入学前年度に支給できるようにするために、先進市の八王子市から
情報を収集するとともに、要綱の一部改正、周知方法の検討、支給システムの改修に向けた調整、
予算措置等準備を行った。この支給は、平成３０年度新入学児童・生徒から実施する。
　マイナンバーの独自利用に向け、準備を行った。
   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２８年
度の新規貸付者はなし。

課　　題
　新入学児童生徒学用品費の入学前支給の実施に当たり、周知方法、受付・審査方法、支給方法な
ど、実際に事務を行いながら、課題抽出と事務改善を行う必要がある。

方 向 性

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

変更
内容
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45 遠距離通学に対する支援 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・通学定期購入費補助及びスクールバスの運行

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ａ

　路線バスを利用して通学する児童・生徒の保護者の負担を軽減するために、遠距離通学費補助金
交付要綱に基づき、通学定期の購入費を補助した。また、戸倉地区から路線バスで通学する児童の
安全管理のため、１学期の間、通学指導員を配置した。

　【平成２８年度実績　支給対象児童数　１４人、支給対象生徒数　１０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】

　統合時から活用していた都補助金「新しい学校づくり重点支援事業補助金」の対象期間が平成２７
年度までであったことから、平成２８年度からは市費のみで本事業を実施する予定であったが、新に
国庫補助金「へき地児童生徒援助費等補助金」が、スクールバスの運行について５年間対象となる
ことが確認できたことから、平成２８年度は新たな補助金を活用し児童の通学支援を実施した。

課　　題
　戸倉地区で路線バスを利用して通学する児童について、新１年生の通学訓練にかかる経費が遠
距離通学費補助金で支給できないことから、補助金交付要綱の一部改正を行う必要がある。

方 向 性

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

変更
内容

46 実態に配慮した就学の確保 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・区域外就学※等の許可

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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
基準に基づき審査を行い、審査結果に基づき適切に対応した。

【区域外就学者数　小学生 ３０人、中学生 １７人】

【指定学校変更者数(入学時)小学生 ７０人、中学生 ８６人、(年度内）小学生 ５７人、中学生 ２５人】

課　　題

　指定学校変更事由のうち隣接学区については、登下校の安全管理から通学距離が指定校より短
い場合と条件を改正したため、変更の意向が通らない保護者から強い要望を受けることがある。
　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。

方 向 性

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

変更
内容
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○
○

○

○
○

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

【教育総務課】

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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン状況評価

担当部署　【教育総務課】

評価

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　警察官OBをスクールガードリーダー※として委嘱し、学校や通学路の巡回、ボランティアへの助言等を行った。
また、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。
  学校安全推進会議や学校安全講習会を開催し、学校安全ボランティア等、日頃から学校安全活動に携わる
方々に参加いただき、安全活動に係る基本的な知識・技能を修得する機会とするとともに、その取組について理
解を深めた。
  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基づき、通学路へ１５台
の防犯カメラを設置した。これにより市内通学路に３５台まで設置が終了した。
　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。
　各小・中学校へ学期ごとに通学路の安全点検を依頼し、提出された報告書に基づき、危険等の指摘があった
箇所について、道路管理者等の関係部署に情報提供や協議を行い改善に努めた。また、市の道路管理担当、交
通担当及び所轄警察署交通規制係で月に１度実施する、市内道路の合同点検に、平成２９年2月から教育委員
会職員も参加し、児童・生徒の登下校の安全確保のため、現場で協議を行い、対応が必要な箇所について、そ
の都度改善に向け、対応した。
　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。
　学校安全対策は多岐にわたることから、学校、地域、関係機関等がその特性を活かすとともに、相互に連携し
実践する必要がある。

【教育総務課】
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○　事務事業の点検及び評価

47 児童・生徒の安全確保・安全指導の推進 主管課 　教育総務課 ・
　指導室

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＡ Ｂ Ｂ

　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、通学路の中で、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。
   学校安全推進会議を２回、学校安全講習会を２回開催し、学校安全ボランティア等、日頃から学校
安全活動に携わる方々に参加いただき、安全活動に係る基本的な知識・技能を修得する機会とする
とともに、その取組について理解を深めた。
   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基づき、通
学路へ１５台の防犯カメラを設置した。これにより市内通学路に３５台まで設置が終了した。
　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。

課　　題
　学校安全ボランティアの高齢化や組織化が困難な地域がある。
　地域のボランティア活動を支援し活性化するとともに、市職員においても、市民に分かる形で、主
体的な活動実践が必要である。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

48 児童・生徒通学安全対策の推進 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・通学路の安全点検

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　各小・中学校において、学期ごとに通学路の安全点検を実施した。
  各学校からの報告書で、危険等の指摘があった箇所については、道路管理者等の関係部署に情
報提供や協議を行い、できるところから改善に努めた。
　また、市の道路管理担当部署、交通担当の部署及び所轄警察署交通規制係で月に１度実施す
る、市内道路の合同点検に、平成２９年2月から教育委員会職員も参加し、児童・生徒の登下校の安
全確保のため、現場で関係部署と協議を行い、対応が必要な箇所について、その都度改善に向け、
対応した。
　通学路を表示する看板について、申し出のあった学校や地域に配布し、注意喚起を図った。

課　　題
　設置から年月が経過し、表示が見えない若しくは見えづらい通学路標識が多数ある。
  標識自体の損傷は少ないことから、表示を更新し有効に活用する必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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49 防災対策の推進 主管課 教育総務課

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・総合的な災害対応訓練の実施
・計画に基づいた食料等の各学校への備蓄

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｃ 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実施した。なお、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、留置児童・生徒用にアルファ化米
を作成し試食する給食訓練などを実施した。

　【参加者数　１３，４１０人】

　災害時に学校へ留置く児童・生徒及び教職員のための飲料水、アルファ化米及び毛布を児童・生
徒及び教職員の３割を学校に留置いた際の１日分の数量を５か年（平成２５年度～平成２９年度）か
けて備蓄するため、計画に基づき平成２８年度分の数量を購入し各学校に備蓄した。

【平成２８年度購入数　アルファ化米(５０食)　２７箱、水(２L）　６９箱（６本入）、毛布　４４０枚】

課　　題
　小学校は、各校引渡しが終わるまで継続し、中学校では、午後５時の段階で訓練を終了し、留置き
生徒を帰宅させている。実災害を想定した場合、保護者等に引き渡すまで訓練を継続することが必
要であるが、教員の勤務時間との兼ね合いがあり、中学校においては実施ができていない。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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○

○

○　事務事業の点検及び評価

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

 基本施策 １３ 　学校支援体制の強化

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

現在、学校支援地域本部事業※を実施している３校（一の谷小、多西小、屋城小）の学校支
援地域本部※による環境整備や登下校時の安全指導など、学校教育を支援する取組の充実
を図ります。

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

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

○中期ビジョン状況評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】

施策評価

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

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　家庭や地域の教育力を生かして、地域全体で学校教育を支援していく連携体制を構築していくため、学校の状
況に即して学校支援地域本部事業※を実施し、学校と地域が連携して学校教育を支援します。
　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。
　当該事業は、市民との協働による取組であり、コーディネーターとなる地域の後継者を育成することが課題であ
る。今後、未実施校への事業のPRと更なる人材の掘り起しに取組む必要がある。

50 学校支援地域本部事業※の充実 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

・学校支援地域本部の設置及び運営支援
・学校支援地域本部新規開設の検討

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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を支援する取組を行った。
　また、地域教育協議会を開催し、学校と地域の連携、人材の発掘や育成などについて協議し、各
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、事業の周知を行っていく必要がある。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】
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○

○

○　事務事業の点検及び評価

 基本施策 １４ 　教育情報の提供

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○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

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

【教育総務課】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｃ Ｃ

評価内容、課題、方向性について

　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。
　掲載記事を精査し、紙面の整理やレイアウトの工夫を始め、紙面サイズや発行回数など、他市の発行紙も参考
にしながら、読みやすい広報誌作りを検討する必要がある。
　また、教育広報の発信方法について、調査・研究する必要がある。

51 教育広報による教育情報提供の充実 主管課 教育総務課

【教育総務課】

・教育広報紙読者からの意見聴取

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｃ Ｃ

　広報教育あきる野「一房のぶどう」を３回（６月１５日号、１１月１５日号、３月１５日号）発行した。
　各号２６，５００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。
　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２８年度については、寄せられた意見や要望なし。】

課　　題

　単なる事業報告書とならないように掲載記事を精査し、紙面の整理やレイアウトの工夫を始め、紙
面サイズや発行回数など、他市の発行紙も参考にしながら、読みやすい広報誌作りを検討する必要
がある。
　また、主たる配布方法である新聞折込については、新聞購読者数減少に伴いその数も減少してい
る。このことから、教育広報の発信方法について、調査・研究する必要がある。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】
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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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

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

評価

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

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

Ｈ２７ Ｈ２８

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

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

評価年度 Ｈ２６
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【図書館】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　平成２７年に策定した生涯学習推進計画「学びプランⅢ」に基づき、関連各課の取組を調査して生涯学習推進
体制整備の進捗状況管理を行うとともに、生涯学習コーディネーター養成講座による人材育成に取り組んでい
る。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。また、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、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。
　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。

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　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る各種生涯学習講座の開催は、市民の学習
機会の拡大を図るとともに、公民館事業の講師や内容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。
　公民館の講座に関しては、ＮＨＫ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。また、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
や場の提供を進めることができた。
　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運営委員会を組織して行事講座の内容選定を行うなど、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。特に市民の学習意欲や問題意識を反映した市民企画講座の充実や、講座参加
の少ない若年層を対象とした講座新設に取り組む必要がある。。
　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。　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※の活用により、循環型生涯学習社会の実現に向けた情報の発信・提供を行った。特に、電
子書籍については、平成２７年度から国立国会図書館の電子化資料送信サービスの導入に切替えて取組を進
め、絶版等で手に入らない図書等１４１万点の閲覧・複写が可能となり、継続して利用可能資料の増大を図ること
ができた。
　図書館の広域連携は、利用可能資料の増大に一定の成果を上げているが、一部自治体との利用状況に偏り
が見られたり、更なる連携先の拡大が難しくなっているなどの課題もある。また、大学図書館連携では、移転先の
大学図書館を継続して利用できるが、近隣地域での確保が難しい。このため、引き続き、広域連携している自治
体や大学図書館等の周知に努め、あきる野市民の利用率を向上させる取組を行い、活用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か年計画の１年目として取組み、セキュリティの強化を進めた。自動貸出機は利用の向上を図るため、継
続して周知して行く必要がある。また、市民から提供を受けた寄贈・リユース資料を有効に活用した利用者サービ
スの拡大にも、継続して取り組んでいる。
　既存の資料等を、通常の方法で読むことが困難な方にも情報が提供できるよう、資料提供サービスの検討を
し、「郵送・宅配サービス」の実施を開始した。資料のＤＡＩＳＹ※化については、ボランティアの協力を得ながら進
め、これまでカセットテープで製作してきた録音図書のＤＡＩＳＹ化も行っている。ハンディキャップサービス※は、ボ
ランティアの協力が不可欠であるが、新たな技術の取得や、ボランティアスタッフの高齢化の課題もあり、技術取
得の講習会を今後も継続して開催し、支援していく必要がある。
　また、「障害者差別解消法」により、図書館利用への配慮など、更なるサービスの向上も求められている。
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○　事務事業の点検及び評価

52 生涯学習推進計画の推進 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

・生涯学習推進計画の推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｂ Ｂ

　平成２７年に策定した生涯学習推進計画学びプランⅢの進捗状況を各課へ依頼し、まとめた内容
を生涯学習推進市民会議にかけ、推進状況の検討を行った。

課　　題 　各課の推進状況と計画の達成度の把握が課題である。

方 向 性

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

変更
内容

　生涯学習推進計画学びプランⅢの平成３０年から３２年の後期３年間の実施計画を策定する。

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

53 学習教育機関等との連携・協力による事業の推進 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・ＮＨＫ学園と連携した生涯学習事業の推進
・高校や大学との連携をした事業の積極的推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ 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。

【平成２８年度実績　６１７講座（前年比２６講座増）　受講者数延べ２３，５７８人（前年比９１２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」、一日講座「ケーキ屋さ
んが教える　絶品！ガトーショコラ」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。

方 向 性

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

変更
内容

54 民間教育事業者との連携・協力体制の充実 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・各種団体等との連携・協力の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｂ Ｂ

　生涯学習コーディネーター※の会への委託事業により、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
を対象に、クラシックコンサートの敷居を下げ、親子で楽しめるクラシック音楽のコンサートを実施し
た。

課　　題 　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を進める必要がある。

方 向 性

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

変更
内容
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55 図書館の広域的連携の推進 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・西多摩広域行政圏８市町村図書館連携
・八王子市・昭島市連携
・八王子市大学図書館連携の拡充

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｃ Ｃ

　西多摩地域広域行政圏８市町村図書館連携事業では、「西多摩８市町村図書館ガイドブック」を作
成し、館内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、幹事市として、利
用実績の調査、情報交換、研修会を実施し、課題について提起するなど、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。

課　　題 　市民の利用可能資料の拡大化の一方、一部自治体との利用状況に偏りがみられる。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

56 寿大学の開催 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・寿大学秋川校、五日市校の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　寿大学秋川校は登録者７３４人、キララホールを主会場に１７回の講座を実施し、受講者数は延べ
８，８２１人であった。また、寿大学五日市校は登録者１３４人、まほろばホールを主会場に１５回の講
座を実施し、受講者数は延べ１，４６３人であった。
　文学・歴史・科学・芸術・健康生活・一般教養などの講義や行事講座を通じて、高齢者の知識向
上、社会参加、相互交流が図られた。

課　　題
　秋川校・五日市校ともに登録者数が多く、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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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57 公民館における各種講座の充実 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ 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５講座（延参加者１３２人）を実施した。
　さらに、ＩＴボランティアによる「初心者パソコンＱ＆Ａ」は、前年度より回数を５回増やし５月から２月
まで実施し、参加者は７８人であった。また、多様な学習の場づくりとして、芸術文化に対する理解を
深めるため、ＮＨＫとの共催により「関連文化講演会」を５回（延参加者４９４人）を実施した。

課　　題
　公民館講座への若年層の参加が少ないので、より幅広い世代が参加できるよう、講座を企画する
必要がある。高齢化が進行しているＩＴボランティアは、新たに育成する必要ある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

58 障がい者等への図書館サービスの向上 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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進めた。
　来館困難者への資料提供サービスの検討をし、「郵送・宅配サービス」の実施を開始した。

課　　題
　「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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

59 生涯学習推進体制の整備 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・生涯学習推進本部、生涯学習推進市民会議の開催・運営
・生涯学習コーディネーター※の会の運営支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｂ Ｂ

　生涯学習推進市民会議を開催し、生涯学習推進計画学びプランⅢの進捗状況の検討を行った。
　また、生涯学習コーディネーター※の会との協働により、生涯学習コーディネーター養成講座や生涯
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。

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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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60 図書館資料の整備 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｂ Ｂ

　五日市図書館所蔵のＣＤの約半分について、セキュリティケース化を行った。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。
　月１回開催している資料管理部会において収集要領・選定基準要領の見直しを始めた。
　子ども会行事や自治会・町内会等のレクリエーションで利用できるようにあきる野市図書館１６ミリ
映画フィルム等貸出要綱を策定し、９月から実施した。電算上もデータを登録し、図書館内の検索機
やホームページなどで、調べられるようにした。広報等で周知も行った。
　五日市図書館もリサイクル市からリユース本棚に切り替えたことで、全館でリユース本棚を設置す
ることができた。　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、図書館の痛んだ資料との差し替えやリクエストが集中し
ている資料の登録・提供を行い、利用者サービスの向上に努めた。

課　　題
　あきる野市図書館として、各館が適正な資料を所蔵するよう、選書の基準や選書会議の位置付け
を明文化した要領を策定する必要がある。

方 向 性

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

変更
内容

61 図書館資料提供事業の推進 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　利用者の学習要求に応え、調査、研究、レクリエーション等に必要な資料の提供を行った。
　市内に所蔵のない資料については、国会図書館及び都立図書館の協力貸出事業により９８１冊、
都内市区町村立図書館との相互貸借事業により３，１６６冊、計４，１４７冊を借用して提供した。国
会図書館、都立図書館及び都内市区町村の図書館に所蔵のない資料は大学図書館及び他県の図
書館等の所蔵を調査し、５７冊を借用して提供した。これらにより、合計４，２０４冊の資料を借用によ
り提供している。
　また、都内市区町村や他県の自治体からの協力申込みに対し、協力貸出を２，９６１冊行った。
　平成２８年３月から開始した「国立国会図書館のデジタル化資料送信サービス」は、１８件の利用が
あった。

課　　題
　協力貸出・相互貸借等の利用については、市民に定着して来ているが、一方で、資料の保存を重
視する各自治体の意向により、借用時に行う資料の汚破損の状態確認などにかかる作業量が増加
傾向にある。

方 向 性

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

変更
内容
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62 地域・行政資料の収集と情報提供の充実 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　地域・行政資料については１，０８９点登録した。なお、収集にあっては、出版情報が流通しない地
域資料は、地域紙誌等からの情報をチェックし、行政資料については、庁舎内からの納本及び外部
官公庁からの寄贈によって収集を進めた。
　新聞記事の収集と見出しのタイトルについては、部会のメンバーで役割分担し、３，２６６タイトルを
収集し、デジタル化を実施した。
　デジタルアーカイブ運営計画については、「デジタルアーカイブ運営方針」と「文書整理事業計画」
に分割し、前者は地域資料の活用ツールとして継続した運営を目指すための方針とし、後者は活用
する前段階として文書整理・調査・研究を進める計画とした。
　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「あきる野市の文化財」に３点、「秋川渓谷観光ポ
スター」に１点、追加公開した。

課　　題

　地域・行政資料は、通常の出版経路をとらないため、出版情報の提供が受けられず、データでの発
注ができない。このため、常に地域誌などの出版情報を捉えて収集する継続的な取組が必要であ
る。
　デジタルアーカイブ※事業は、運営方針に基づく継続した運営が必要。文書整理事業は、事業計画
に基づく計画的な整理・調査・研究を進める必要がある。
　また、平成３０年度は「明治１５０年」並びに「五日市憲法草案発見５０年」の節目に当たるため、こ
れを機に更なる「五日市憲法草案」の意義や「五日市学芸講談会」等における学習活動を広く市民に
周知するために記念事業を企画する必要がある。

方 向 性

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

変更
内容

 平成３０年度事業として「明治１５０年記念事業」及び「五日市憲法草案発見５０年記念事業」
を企画する。

63 図書館レファレンス※事業の充実 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｃ
　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※を受け付けて
いる。今年度は１７，３７３件もの利用があった。また、庁内からのレファレンスも３件あり、資料提供
等による問題解決の手助けを行った。
　利用者に提供している商用データベースは、提供情報の内容や利用状況等について精査した。
　子どもレファレンスシート「あきる野ふるさとはかせ」を、２テーマ作成し発行した。
　図書館ＨＰの「あきる野百科事典」について、２項目を追加作成した。２９年度にはＨＰに掲載できる
見込みである。
　また、パスファインダー※の作成も引き続き進め、こちらも２９年度には配布とＨＰ掲載ができる予定
である。

課　　題
　商用データベースやレファレンスシート、パスファインダー※等、レファレンス※に使用できる資料を活
発に活用する事業や、効果的なPR方法等の検討をする必要がある。

方 向 性

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

変更
内容
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64 図書館の電子情報提供の推進 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・電子書籍の導入検討
・インターネット情報検索端末の提供

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

  電子書籍はコンテンツの制限や偏りがあり、導入できる状況になっていない。そのため、電子書籍
については平成２７年度から「図書館資料提供事業の推進」（№61）の「国会図書館の電子資料サー
ビスの研究」の取組により「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」の導入に切替えて対応し
た。これにより１４１万点に上る絶版等で入手不可能な資料の閲覧・複写が可能となり、電子化され
た情報の提供により、利用者サービスの向上が継続して図れている。
　　図書館４館に設置しているインターネット情報検索端末は、件数は若干減少したが１０，０５０件の
利用があリ、情報のバリアフリー化に加え、多様化する市民のニーズに対応した情報を利用者に提
供することができた。
  また、平成２９年度導入のＷｉ-Ｆｉに備え、 情報機器等利用要領の改定に取り組んだ。

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

方 向 性

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

変更
内容

65 公民館施設・設備の整備・充実 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・施設・設備の適正な維持管理

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　平成２５年度から施設の管理業務について指定管理者※制度を導入した。
　施設の維持管理については、打合せ・調整等により、指定管理者の円滑・迅速な対応について指
導・管理した。

課　　題 　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。

方 向 性

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

変更
内容

66 図書館施設・設備の整備・充実 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・予約本無人提供システムの導入準備

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｃ Ｃ

　ＩＣタグ※を活用した次期の利用者サービス拡大策として、予約本無人提供システムの導入につい
て、先進自治体の状況を調査するなど、あきる野市における導入の可能性を継続して検討した。
　施設の改修や新たな機器の設置などが必要なため、実施方式や時期の確定には至っていない。

課　　題
　ＩＣ技術を活用した新たなサービスを模索するなかで、先進自治体での実績や効果など、今後も継
続して情報収集を行い、実現可能なサービス導入の検討を進める必要がある。

方 向 性

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

変更
内容

　費用対効果等も考慮し、当該事業の方向性を検討する。
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67 生涯学習コーディネーター※の育成 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・養成講座の開催

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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て参加しやすい工夫を
し、開催した。

課　　題 　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、講座の周知等が課題である。

方 向 性

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

変更
内容

68 生涯学習人材バンク※の充実 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・登録者の募集
・登録者の活用方法の検討

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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。
　また、広報への掲載を行い人材バンク活用のＰＲを行った。

課　　題 　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。

方 向 性

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

変更
内容

69 市民解説員養成事業の推進 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・市民カレッジ講座（２年間）の実施
・市民カレッジ公開講座の実施
・市民カレッジ講座受講生の増員

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　市民カレッジ人材養成講座の入門講座で、自然史Ⅱを４回、地域めぐりⅡを４回、人物伝Ⅱを４
回、考古学Ⅱを４回、近世史を５回、民俗芸能を４回、解説実習を３回の計２８講座を実施し、延９７
人が受講した。
　新たに講座履修修了者より４人の市民解説員が誕生し、市民解説員の登録者１００人となった。
　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、近世史を各１回と地理学を２
回、計４講座を実施、延１１１人が参加した。
　市民に学習の機会を提供し、市内の歴史・文化の素晴しさを知っていただくため、市民カレッジ公
開講座「多摩の三匹獅子舞について」（参加者３６人）を実施した。

課　　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などについて検討する必要がある。

方 向 性

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

変更
内容
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70 図書館ボランティアの育成 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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り組んだ。
　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。また、利用者のニーズを知り、今後の製作に活かすためアンケートを行っ
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。今年度は本の修理講座を実施した。
書架整理ボランティアは、延べ１５７人が活動した。資料がより探しやすくなるよう取り組み、利用者
サービスの向上に繫がっている。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、３人が受講し、次年度より活動を始める予定である。
　「本の修理ボランティア養成講座」受講者の中から、新たに汚破損資料の修理作業を行うボラン
ティア希望者を募り、受け入れの態勢整備を行って活動の機会と場の提供の拡大を図った。

課　　題 　サービスの対象の利用者に効果的なＰＲをし、利用を促進する必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

71 生涯学習活動の支援 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・社会教育関係団体等との事業協力体制の充実と活動支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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。

課　　題
　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。

方 向 性

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

変更
内容
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72 市民企画講座の開催の支援 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・市民企画講座の実施
・講座数・講座内容の充実
・共催団体数の拡大

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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４団体より、市民の生涯学習活動への積極的な取り組みが感じられる５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もとに全講座を採択
した。
　「太極拳一日体験」（参加者45人）、「あきる野歴史散歩」（延参加者８６人）、「子ども科学あそび」
（延参加者３０人）、「関裕子の思い出のハンガリー放浪記」（参加者７２人）、「今、学校・家庭・社会
生活に必要なものは！！」（参加者２１人）である。
　共催団体数は、昨年と同様実施した５講座の４団体であるが、新規応募の１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。

方 向 性

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

変更
内容
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○

 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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

評価

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

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度スポーツ推進課所管）】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　平成２５年８月に策定した「スポーツ推進計画」に基づき、平成２６年５月、市民の代表や学識経験者、各専門
分野の方々の参画を得て、本計画に掲げる事業が効率的かつ効果的に推進できるよう、審議・検討を図るため
「あきる野市スポーツ推進審議会」を設置し、推進体制の整備を図った。
　当推進計画では、スポーツの概念を広く捉え、競技性のあるものだけでなく、健康づくりや介護予防のトレーニ
ング、日常生活において誰もが気軽に楽しむことのできるものもスポーツと位置づけており、現在、市体育協会、
総合型地域スポーツクラブ※、健康づくり市民推進委員等、関連団体の協力を得ながら、推進計画に掲げる数値
目標「成人の週１回以上のスポーツ実施率７０％」の実現に向け、各種事業を展開している。
　今後は、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
りを推進していくとともに、平成２９年度に実施する市民アンケート調査の結果に基づき、必要に応じて、推進体
制や計画の見直しについて検討していく。

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度スポーツ推進課所管）】
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○　事務事業の点検及び評価

73 スポーツ推進計画の推進 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　スポーツ推進課）

・計画の推進と計画の進捗状況の検証

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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２７年度の取組状況及び平成２８年度の進捗状況を調査し、審議及び検討を行った。
また、計画の中間時点となる平成２９年度に、中期的な成果を評価する市民アンケートを実施するた
め、アンケートの内容について検討及び審議を行った。

課　　題
　平成２９年度に実施する市民アンケート調査の結果に基づき、必要に応じて、推進体制や計画の
見直しについて検討していく必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

74 スポーツ活動の機会の充実 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　スポーツ推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・各世代ごとのレベルやニーズに合ったスポーツ活動の機会や場の充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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
中学生走り方教室（陸上競技）や、ラジオ体操指導者養成講習会など、幅広い年代を対象とした事
業の開催により、スポーツ活動の充実を図った。

課　　題
　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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

75 スポーツ施設の整備・充実 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　スポーツ推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・施設の整備や附帯設備の整備・充実

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　グラウンド整備や施設の簡易な修繕、市民球場の芝生の張替えなど利用者がいつでも快適に使
用できるよう屋外施設の整備を行った。また、大雨による災害を未然に防ぐため、小和田グラウンド
水路の堆積土撤去工事を実施し、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、大規模改修などについても視
野に入れながら、計画的に整備・改修を行う必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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76 スポーツ活動を支援する環境の整備 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　スポーツ推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・指導者の育成や総合型地域スポーツクラブ※の支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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、ルール等指
導を行うことで指導者としての知識向上を図った。さらに、ラジオ体操指導者養成講習会を開催し、
５８人が３級指導員の資格を取得した。また、総合型地域スポーツクラブ※が主催する教室や講習
会、スポーツイベントの開催に伴う会場の提供、周知活動の協力支援など市民が参加することので
きるスポーツ活動への環境整備を図った。

課　　題

　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、さらには支援環境を整えることで、幅広い世代を
対象としたスポーツ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。

方 向 性

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

変更
内容

77 市の特性を生かしたスポーツ推進 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　スポーツ推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・豊かな自然環境を生かしたスポーツの推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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し、秋留台公園とその付近の農道をコー
スに６３８人の秋川流域の子ども達が参加した。

課　　題
　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。

方 向 性

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

変更
内容
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○

○
○
○
○

 基本施策 １７ 　文化の振興

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン状況評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

評価

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

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

Ｈ２７ Ｈ２８

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｃ Ｂ

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

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

評価年度 Ｈ２６

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　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。
　アートスタジオ五日市の作品の展示・公開や交流については、実施地域が限定されることから、機会・場の拡大
を図る必要がある。また、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行くことが課題である。

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　公民館の芸術文化推進事業では、「第５回あきる野フォトコンテスト」の開催など、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。
　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。
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○　事務事業の点検及び評価

78 アートスタジオ五日市の活用の推進 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｄ Ｂ

　９月１日から１１月３０日まで、日本人２人、スロバキア人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製作した版画をスタジオにおいて一般公開するととも
に、五日市児童館においてワークショップを行い地域の小学生や住民との異文化、国際交流を図っ
た。
　また、アートスタジオ五日市に近接する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、招へい期間前の８月には中央図書館において昨年度の作品を展示して、
事業のPR活動を行った。

課　　題 　展示・公開・交流等の機会を拡大し、アートスタジオ五日市の活動を周知する必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

79 国際化推進体制の充実と関係団体への支援 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・国際交流団体への運営支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　横田基地日米友好祭へのボランティア参加や、国際姉妹都市交流広報紙「Ｍ＆Ａ通信」の発行な
ど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、国際化推進事業の支援として補助
金を交付している。Ｍ＆Ａ通信は図書館及び市内の小学校、中学校に掲示し、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。

課　　題 　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の検討

方 向 性

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

変更
内容

80 公民館における芸術文化の推進 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　文化的で魅力あふれるまちづくりの一環として、市民との協働による「第５回あきる野フォトコンテス
ト」を芸術文化の振興を目的とし実施した。
　あきる野市の風景・街並み・行事・史跡・動植物などをテーマとした作品を募集し、優秀作品を選出
するとともに、表彰式及び作品展並びに特別展を開催した。今年度より小中学生の部を設けた。
　応募者数１０２人（一般９１人、小中学生１１人）、応募作品１７９点、入賞作品４８点

課　　題 　作品の受け付け方法及び、小中学生へのＰＲについて検討を要する。

方 向 性

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

変更
内容
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81 秋川キララホールの利用促進 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・指定管理者※制度による施設の適正管理と利用の促進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　秋川キララホールの施設の維持管理、貸出業務、主催事業、自主事業の運営を指定管理事業者
に行わせ、定例の会議等により運営・管理状況の確認と指導を行った。
　主催事業７公演、自主事業５公演を実施。さらに支援・育成事業やまちづくり推進事業などを実施
し、市民サービスの向上が図れている。
　また、アウトリーチ※の事業として多摩川幼稚園や秋川文化幼稚園での演奏会等を実施し、利用者
に対してよりきめ細やかな対応をすることができた。

課　　題
　事業者の専門性を活かした市民の音楽・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。

方 向 性

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

変更
内容

82 市民文化祭の開催・運営支援 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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。
　本年度は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、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６３団体、催し物の部は５４団体、来場者数は約３０，０００人である。

課　　題
　催し物の日程・時程及び展示場所の円滑な調整が課題。
　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。

方 向 性

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

変更
内容
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○
○

○

○

 基本施策 １８ 　文化財の保護と活用の推進

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】

評価

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

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課(平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　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

83 文化財保護の推進 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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、大福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１，１４９件、届出・通知が１０４件あった。調査は国庫補助事業とし
ての試掘調査及び分布調査を９件行った。また、立会い調査は２０件行った。試掘調査によって、遺
跡の広がりかたなどについてより詳しい情報を得ることができた。

課　　題

　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。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

84 文化財の活用の推進 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・企画展等の開催
・指定文化財の公開の推進
・資料のデジタル化と活用の推進

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　五日市郷土館では、「半世紀前の東京オリンピックとその頃の五日市」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、「写真で見るむかしの橋」や「古い写真から見た二宮周
辺の風景」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。
　両館で「新たに指定された文化財～二宮神社の算額絵馬・真照寺の猿曳駒絵馬～」の展示を行
い、指定文化財の価値や特徴を来場者に理解してもらうための公開事業を実施した。　さらに、デジ
タル化した資料を三多摩公立博物館協議会のＷＥＢ展示「多摩の写真」などで公開した。

課　　題
　民具等の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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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85 文化財の啓発 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・文化財調査の実施
・文化財図書の発行
・指定文化財公開の支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　平成２８年度においては、郷土あれこれの第２８号「新たに市指定文化財となった絵馬二点に歴史
を読む－真照寺の猿曳駒絵馬と二宮神社の算額絵馬－」を発行するとともに、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。

方 向 性

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

変更
内容

86 伝統芸能保存活動の支援 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・地芝居サミットの開催
・芸能保存団体指導・助言
・歌舞伎用具の保管・提供

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　あきる野市郷土芸能連合会設立２０周年事業として、１１月１９日に秋川キララホールで行われた
公演等への指導・助言を行った。延べ７００人が来場した。
　また、秋川歌舞伎保存会と菅生歌舞伎菅生一座の公演に対して、道具類を提供するとともに伝承
活動への指導・助言を行った。

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

方 向 性

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

変更
内容
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87 郷土学習の支援 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・文化財講座、教室の開催
・市民解説員研修及び社会科授業解説等の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｃ Ｃ

　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
りやキララホールとの共催事業によるピアノのミニコンサートを行った。
　二宮考古館では、夏休みに子どもたちを対象としたまが玉づくり、アンギンづくり及び土器図鑑づく
りを実施。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「草花古墳群・草花遺跡」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１０校、中学校２校、高校３校、大学１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。

方 向 性

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

変更
内容
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○

○
○

 基本施策 １９ 　施設の効率的な管理運営

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当】

評価

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

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

Ｈ２７ Ｈ２８

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度スポーツ推進課所管）】

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

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

評価年度 Ｈ２６

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　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活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。
　経年劣化に伴い、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である。
　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。

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度スポーツ推進課所管）】
　現在、秋川体育館、五日市ファインプラザ及び市民プールの３施設については、指定管理者※に施設の管理運
営を委任している。また、指定管理者※とは年２回のモニタリング調査のほか、月例会等を行い、市民サービスの
向上、幅広い利用者の獲得に向け、意見交換等実施し効果的な事業の推進を図っている。引き続き、指定管理
者※との連携を図り、高齢者及び障がい者向けの事業の充実を図るなど、新規利用者の獲得に向け、更なる充
実を図っていく。
　今後の課題としては、施設の老朽化が進んできていることから、引き続き、計画的に設備の改修等を進め、利
用者に安全かつ快適に利用していただけるよう施設の維持管理を図っていく。
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○　事務事業の点検及び評価

88 あきる野ルピアの指定管理者※との連携・協力 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

・指定管理者※制度により施設の適正な管理と利用促進
・空調設備の更新

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ
　あきる野ルピアの施設の維持管理、貸出及び自主事業の運営を指定管理事業者に行わせ、定例
の会議等により運営・管理状況の確認を行った。特に定例会で報告のあった利用者からの苦情・意
見・要望については、施設の状況からスタッフの接遇に至るまで徹底した改善を指示し、適切に対応
されている。また、老朽化した会議室の机及び椅子を交換するなど、施設の安全に配慮した維持管
理が図られている。
　指定管理業務の自主事業では、第２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３０２
人の参加を得るなど、利用促進につながっている。

課　　題
　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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

89 秋川体育館等体育施設の指定管理者※との連携・協力 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　スポーツ推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・指定管理者※との連携と協力

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

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

課　　題

　施設・設備の老朽化が課題である。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り組みなど、指定管理者※と連携し協力することで、多くの市民がスポーツに触
れることができる機会の増加を図っていく。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

90 学校開放・施設整備事業の推進 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　スポーツ推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・整備点検の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

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

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

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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○
○

○

 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。

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

担当部署　【生涯学習スポーツ課】

評価

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

担当部署　【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

評価内容、課題、方向性について

　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。更に、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、積極的に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※」で
は、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。
　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
の向上が課題である。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継続して進める
必要がある。

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
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○　事務事業の点検及び評価

91 青少年健全育成団体の支援 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

・青少年健全育成団体の活動の支援

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ
　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、
青少年健全育成活動を支援するため補助金を交付した。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。

課　　題
　子どもたちの交流が特定の世代が限定されることから、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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

92 青少年健全育成事業の推進 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・青少年健全育成事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｂ Ｂ

　家族で生の演奏に触れ、共通の話題を持つことで、家族の絆をよりいっそう深めることを目的に、
家庭の日推進事業「親子鑑賞会」を開催した。また、青少年の善行を励まし、ふるさとあきる野に住
む青少年の健やかな成長を願い「青少年善行表彰」を実施し、個人１１人と８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を育成す
ることがでた。

課　　題 　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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

93 地域リーダーの育成 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・地域リーダー育成のための事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＤ Ｂ Ｂ

　羽村市と合同で「大島・子ども体験塾」を開催し、地域間・異年齢間の交流や大自然を舞台とした
様々な活動及び体験を通じて心身を鍛え、自らの力で積極的に社会に貢献できる人材を育成するた
めの取組を行った。
　あきる野市と羽村市（羽村市３５人あきる野市３４人）の参加者が、事前研修及び大島での活動や
町民との交流を体験することにより、人材育成の機会となった。
　　事業開始から８年目を迎え、参加者がリーダーを希望してきており、「大島・子ども体験塾」のリー
ダーが、地域リーダーとして育つ基盤が出来始めている。

課　　題
　リーダーと参加者との関わりをさらに深め、継続した事業の実施により次世代のリーダーを養成す
る必要がある。

方 向 性

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

変更
内容
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94 放課後子どもプラン※の推進 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・放課後子ども教室※の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＣ Ｂ Ｂ

　東秋留小学校、多西小学校、草花小学校及び五日市小学校において、放課後子ども教室※を実施
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、「のんきサロン　ぶひぶひ」の篠木理恵先生と小宮ふ
るさと自然体験学校の篠木眞校長先生を講師に招き、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。

方 向 性
Ⅰ

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

変更
内容

平成２９年度から西秋留小学校に新規開設する。

95 地域の青少年野外体験活動への支援 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・指導者の紹介、キャンプ用品の貸出し等の支援の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　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※」の指導者への依頼件数が少ないため、より多くの団体に活用してもらえる
よう、ＰＲを強化する必要がある。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容

96 成人式の実施 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・成人式の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　新成人となる市民を対象に、成人を祝い、自覚を促すことを目的に成人式を開催した。
　式典は秋川キララホールで実施し、その後、あきる野ルピアホールで「おしゃべり広場」を実施し
た。また小・中学校時代の恩師からのメッセージ集を記念品として配布した。
　成人対象者の６５７人（約７６．７％）が出席し、大きな混乱もなくスムーズに開催できた。また、お
しゃべり広場も軽食をとりながら再会を喜ぶ成人者で賑わい、交流の場を提供することができた。
　また、聴覚障がい者のために手話の通訳を実施し、式典内容の充実を図った。

課　　題
　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。

方 向 性
Ⅱ

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

変更
内容
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○
○

○

○

 基本施策 ２１ 　家庭教育の支援

７年間の目標
【長期ビジョン】
平成２６年度～
平成３２年度

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

３年間の目標
【中期ビジョン】
平成２６年度～
平成２８年度

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

○中期ビジョン点検及び評価

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

評価

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

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

Ｈ２７ Ｈ２８

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度生涯学習推進課所管）】

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【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 Ｈ２６

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ

【図書館】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 Ｂ Ｂ Ｂ
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評価内容、課題、方向性について

【生涯学習スポーツ課（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　「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。
　絵画の審査に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。

【生涯学習スポーツ課スポーツ・公民館担当（平成２９年度生涯学習推進課所管）】
　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を継続して取組むとともに、
新たに親子の料理実習講座や子育てに関連する事業を実施することにより、公民館事業を通じて家庭教育の支
援を推進した。
　さらに、平成２９年度以降の家庭教育学級の実施及び充実に向けた取組も進めており、子育てに関する事業の
継続実施と充実という課題への対応も進めている。
　子育てサークルや関係機関との連携は継続課題である。
　今後、さらに情報の共有化を進め、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。

【指導室】
　教育フォーラムに関しては、市PTA連合会と事前の打合せを行い、管理栄養士で、（公財）日本ラグビーフット
ボール協会　セブンズ　アカデミー栄養アドバイザー、慶応義塾大学非常勤講師である河谷 彰子氏を招聘し、
「子供に身に付けさせたい食習慣～選ぶ力を身に付ける～」というテーマで講演会を計画どおりに実施できた。
食という児童・生徒の生活の基本であり、家庭への良い啓発の機会となった。
　平成２９年度も、地域・家庭・保護者が協力して取り組んでいきたいテーマを選択し、講師を招聘してフォーラム
を行う計画である。

【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、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るとともに、言葉や絵本に親しむ機会を提供するなど、読書
環境づくりを通して家庭における子育ての支援を進めた。
　親子で利用しやすい図書館の環境づくりとして設置した子育て応援コーナーの活用や、母親どうしのコミュニ
ケーションが図れるよう、乳幼児対象事業終了後の会場開放などの取組は好評を得ているため、継続して実施
する。また、図書館ＨＰについても、「子ども読書に携わるみなさんのページ」の充実を図り、情報発信に努めてい
る。
　今後も継続して事業を実施するとともに、子どもの読書に関する情報の発信を充実させ、支援を進める。
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○　事務事業の点検及び評価

97 「家庭の日」推進事業の充実 主管課
 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

(H29年度
　　生涯学習推進課)

・「家庭の日」推進事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　市内に在住または在籍する幼児・小学生・中学生から「豊かな心の育成・明るい家庭づくり」をテー
マに、それぞれ絵画・作文・ポスターを募集し、入賞作品の展示会、入賞者の表彰式を実施した。
　「家庭の日」絵画・ポスターの審査にあたっては、主催者である青少年問題協議会のほか、市内社
会教育関係団体(美術団体)やアーティスト・イン・レジデンス事業※招へいアーティスト(日本人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。
　「親子鑑賞会」においては、普段から演劇や子どもの行事に関わりを持つＮＰＯ団体の協力により、
小さな子どもから楽しめるクラッシクコンサートの選定ができた。

課　　題 　「家庭の日」に対するの認知が少ないため、周知が課題である。

方 向 性

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

変更
内容

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

98 公民館における家庭教育学級等の講座の開催 主管課

 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
 ｽﾎﾟｰﾂ・公民館担当
(H29年度
　　生涯学習推進課）

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　市民解説員と協働で、平成２７年度と同様に自然とのふれあいを目的とし、親子を対象とした体験
学習「あんま釣り」（参加者１９人）を実施した。
　今年度より新たに、子育てに関する講座「イライラしない子育て～怒りの感情をコントロールする方
法～」（延参加者４６人）、料理実習講座「お鍋でご飯を炊いてみよう！～△焼きおにぎり＆みそ玉を
つくります～」（参加者１４人）を実施した。また、平成２９年度から取組む家庭教育基盤形成事業の
実施に向け、東京都との調整や庁内の子育て関係部署等との連携の取組を進めた。

課　　題 　子育てサークルや関係機関との連携をさらに進めることが必要である。

方 向 性

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

変更
内容

99 あきる野市教育フォーラムの開催 主管課 指導室

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

・小中学校ＰＴＡ連合会と共催した教育フォーラムの実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　市ＰＴＡ連合会と共催で、１０月８日（土）に管理栄養士で、（公財）日本ラグビーフットボール協会
セブンズ　アカデミー栄養アドバイザー、慶応義塾大学非常勤講師である河谷 彰子氏を招聘し、「子
供に身に付けさせたい食習慣～選ぶ力を身に付ける～」というテーマで講演会を開催した。

課　　題 　今後もテーマ設定をどのようにするか、市ＰＴＡ連合会との協議をすすめていく。

方 向 性

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

変更
内容
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100 子育て支援事業（図書館）の推進 主管課 図書館

取組状況

【２８年度取組
  内容（目標）】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ A：計画以上にできた      B：計画どおりできた

C：概ね計画どおりできた D：一部できなかった E：できなかったＢ Ｂ Ｂ

　関係機関との連携・協力により、乳幼児期から絵本に親しむ子どもの読書環境の整備を進めてい
る。特に、母子保健係との連携では、３～４か月健診時に読み聞かせの大切さを伝え絵本をプレゼ
ントするブックスタート事業※、妊娠期のハッピーベビークラブ※事業を実施。また、子ども家庭支援セ
ンターとの連携による子育て講座の開催などにより、乳幼児期からの絵本を通じた親子のふれあい
の大切さを伝えた（ブックスタート：２４回実施、ブックスタートパック４９７セット配布。ハッピーベビーク
ラブ：８回、延べ１７２人、子育て講座：５回実施、延べ７２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４５３人、ひよこのおはなし会：３０回、延べ３３
８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

方 向 性

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

変更
内容

　「ひよこのおはなし会」など参加人数が減少傾向にある。プログラムの変更など、内容の検討が必
要である。
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三浦 佐知子 氏 （社会教育委員） 

 

平成２８年度分の報告書は３年間（平成２６年度～平成２８年度）の中期ビジョン評価最

終年度で、ほとんどの施策が「目標を達成できた」と評価されています。評価方法も昨年度

から数値化され、評価結果の根拠が明確になり、担当各部署の評価方法が統一されたことで

わかりやすくなりました。報告書の内容でわかりにくい箇所等はありましたが、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。 

以下いくつかの重点施策に関して意見を述べさせていただきます。 

 

〇 いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦 
 

 前年度減ったいじめは、東京都教育委員会が平成２８年７月に出した「『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）」に基づく報告がなされたため、いじめの認知件数は２学期に一時的に

増加しています。これは本人がいじめであると認識したならばそれはいじめと認知する、ま

た、行為を受けた子どもが苦痛を感じていない場合でも加害行為が人権意識を欠く言動であ

る場合はいじめと認知する、という対応となったため、今まで認知されていなかった事例が

認知されることになったことに因るそうです。しかし、３学期以降はきめ細やかな対応を丁

寧に取り組み、最終的に３７件となっています。いじめ件数は前年度の１０件からは増加し

ていますが、いじめに対する捉え方がきめ細やかになってきており、いじめの件数が多いか

らその学校に問題がある、と短絡的に結びつかなくなってきています。 

 いじめはなかなかなくなりません。人はなぜ、いじめをするのでしょう。最近は聞かなく

なりましたが、いじめられる側にもその原因がある、という言葉を言う人が少なからずいま

した。今でもそのように思っている人もいるかもしれません。しかし、いじめられる側に問

題があるのであれば、周りにいる人皆がいじめてもおかしくない状況になると思いますが、

いじめをする人は限られています。いじめをする人はいじめる対象者のある部分を認めるこ

とができず、自分を抑えられずにいじめという行為をするのだと思います。 

「いじめ不登校ゼロへの挑戦」には「豊かな人間性を育む教育の推進」が大変重要であり、

学校教育と共に家庭教育を充実させていくことが必要と思います。 

 

〇 学力向上対策の強化 
 

 学力ステップアップ推進地域指定事業、教員補助員の配置事業、学力向上モデル校指定事

業を通して、外部人材を活用し、基礎学力の定着をされてきました。下位層の割合を５０％

以下にはできなかったようですが、過去３年間に比べて減少できている、と報告されていま

す。教育改革が進むなかで、様々な取り組みが行われ、徐々に基礎学力の定着が図られてい

ると評価いたします。 

また、学力の分析において家庭が学力に与えている影響は大きく、「『どういう学校に行っ

ているか』と同じくらい『どういう親のもとに生まれ、育てられたか』ということが学力に

与える影響は大きい』と『「学力」の経済学』の著者 中室牧子 氏がその本のなかで書かれ

ています。「下位層の割合５０％以下」という数字の根拠を聞くのを忘れてしまいましたが、

学校教育だけでそれを達成しようとしているのであれば、家庭教育との連携を密にすること

でもっと伸びてくるのではないかと思います。 
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〇 生涯学習活動の推進 
 

 あきる野市の高齢化率は高いですが、健康寿命も他の自治体に比べて高いと聞いています。

それが寿大学の登録者が多いことにも繋がっているのではないでしょうか。また、図書館に

行くとシルバー世代と思われる方々が大勢ご利用されています。歳をとってからは「きょう

ようときょういく」が必要と言われているそうです。これは「今日用事がある」「今日行くと

ころがある」ということを表現しているそうで、高齢者が生き生きと暮らすために大切なこ

とだそうです。寿大学の開催の課題に会場の席数に余裕がないことが上がっています。登録

を希望される方が皆学べるよう検討はされているようですが、目標を持って学び、生き生き

として暮らす高齢者が多くなることは、今後の少子高齢化社会に大切な事は明らかです。今

後も一層の充実対応をお願いいたします。 

 

〇 青少年の健全育成の推進 
 

 青少年健全育成地区委員会等との連携、家庭の日の推進事業、大島子ども体験塾、放課後

子ども教室など様々な取り組みが行われ、多少の課題はあるようですが、子ども達の体験学

習活動を通して健全育成にご尽力されていると思います。また、成人式ですが、報道等で成

人式の問題行動が取り上げられる自治体があるなかで、本市は問題行動をとる成人もいず、

厳粛に行われたと聞いています。記念品として小中学校の恩師からのメッセージ集が贈られ

ていますが、子どもの頃にお世話になった先生方からの心のこもったメッセージは心打つも

のがあり、成人になることへの心の切り替えができるのではないでしょうか。恩師の先生方

のメッセージ集の作成には主管課の方々の大変な労力があったことと思います。ご尽力に感

謝いたします。 

 

〇 家庭教育の支援 
 

 家庭教育の支援は各担当課で様々な取り組みが行われていますが、例年通りの取り組みに

加えて今年度より新たに実施された取り組みもあります。その一つ、子育てに関する講座「イ

ライラしない子育て～怒りの感情をコントロールする方法～」は、主に子育て世代の親を対

象として開催された講座です。子育てには多かれ少なかれ悩みはあります。良好な親子関係

でいられるようなコミュニケーションスキルを学ぶことで、時には衝突し悩みながらもそれ

を実践することで、親子の心の豊かさを育んでいくと思います。学校では先生方が豊かな心

の教育をしてくれています。子どもにとって一番影響のある家庭教育を充実していくことは、

学校で行われている心の教育をさらに効果的にしてくれると思います。今後も家庭支援とな

るような講座を定期的に開催してくださることを望みます。 

 

教育改革が進むなか、教育委員会や学校関係者の方々は様々な対応を余儀なくされ、多忙

を極めているのではないかと思います。そのような状況で事務事業に誠実に取り組まれてい

ることに心より感謝申し上げます。平成２９年度からは後期実施計画が始まります。マンネ

リ化しているものや現状にそぐわないものは淘汰していただき、より良い取り組みが執行さ

れることを願います。 

今回の報告書を読み進めるなかで、感じたのは文字の読みにくさでした。多くの事業を端

的にまとめるのは難しいことと思いますが、字の大きさや形等に変化をつけることで多少は

読みやすくなるのではないかと思います。ご検討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） 

 

平成２８年度は、教育委員会所管の事業について点検・評価するする中期ビジョンの最終

年度にあたります。 

一定の区切りの期間ですので、私は、新たな中期ビジョン制定に向けて個別事業そのもの

より、全体的な視点での意見を述べさせていただきました。 

 

（１）市民に分かりやすい体系へ 
 

評価・点検の内容は、議会に提出し、市民に対する説明責任を果たすため、公表されてい

ます。重要なことは、各種事業を市民に理解してもらうことです。 

この報告書を見た時に「教育目標」「基本方針」「施策体系図」「重点施策」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す。 

それぞれ独立してみると妥当性がありますが、過去の教育委員会の決定したことをすべて

書き込んであり、分かりにくくしているのではないかと考えます。 

自治体計画としてすっきり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

のではないかと考えます。 

 

（２）点検及び評価表の記述の工夫を 
 

点検表は、まず２２の基本施策をもとに長期ビジョン、中期ビジョンを掲げ、基本施策全

体の、評価・課題の整理・取り組むべき方向性を示し、さらにその基本施策を実現するため

の単年度の個別事業を複数事業揚げ、各事業を個別評価する体系となっています。 

点検表を作成するにあたっては、「取り組み状況」「課題」「方向性」を大項目として構成

していますが、「取り組み状況」は、その中に「目標的な部分」と「実際の取り組み状況」を

記載するように見受けられます。しかしながら、その趣旨を十分に理解されず、報告書素案

の段階では、表現のばらつきが気になりました。 

次期改定では、シンプルに、「計画（取り組み目標）」「実施（取り組み内容）」「評価（問

題の発見と課題の抽出）」「見直し（方向性）」のマネジメントサイクルに則ったシステムを検

討する必要があると考えます。 

評価表の表現については、市民が読むことを前提として、平易で簡潔に表現することを心

掛けていただきたいと考えます。前提条件を知らないと理解に苦しむような表現は、避ける

必要があると考えます。 

 

（３）具体的表現について 
 

具体的内容について、いくつかの意見を記載します。 

 

① 施策体系図について 
 

・施策体系図の「取り組み１」「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」の中で、「小中一貫教育を充実させ、」の表現がありますが、こ

れは手段であってほかの方法でも、できる可能性があるので、削除したほうが良いの

ではないかと考えます。また、「知・徳・体」と表現すると「知育の向上施策」が一番

先頭になるのではないかと考えます。 

 

・「施策体系図」の「取り組み２」「多様な教育ニーズに対応した教育を提供する。」の表
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現がありますが、その基本施策には「７特別支援教育の支援」しかありません。「多様

な教育ニーズ」と表現してあるのであれば、一つの基本施策では、不十分ではないか

と考えます。もしこれだけであれば、「取り組み１」に統合できるのではないかと考え

ます。 

 

・重点施策の図で、「あきる野市教育委員会は、一人一人を大切にする特別支援教育の考

えの下、６つの施策を重点として取り組んでいきます。」の表現があります。重点施策

は、「特別支援教育の考えの下」で取り組むべきものではないと考えます。 

 

上記の意見は、事業評価以前の問題であり、教育基本計画の見直しの時点で検討して

いただけたらと考えます。 

 

② 個別事業について 
 

・「基本施策２ 豊かな人間性を育む教育の推進」この施策中で「人権教育、道徳教育、

キャリア教育、環境教育」等の個別事業が掲げられています。その中で、個別事業「８

友好姉妹都市栗原市交流事業の実施」は他のレベル内容と比較すると違和感がありま

す。「基本施策２０青少年健全育成の推進」中「９５地域の青少年野外活動への支援」

と類似の事業ですのでこの近辺に掲載するのが妥当と考えます。 

 

・「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」の個別事業とし

て「１１伝統・文化理解教育の推進」が掲げられています。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

発想でここに掲載されていると考えますが、本来国際人となるために伝統・文化を学

ぶのではなく、先人が培ってきた伝統・文化を理解することは、教育の原点であろう

と思います。国際人を育てるための事業だと考えることは、適切でないと考えます。

「１７文化の振興」に分類したほうが良いと考えます。 

 

個別の事業を評価することは、その上位の取り組み目標、基本施策と照らし合わせて

評価するので、どの基本施策に属するかによって同じ事業でも異なった結果になる可能

を含んでいますので、留意する必要があると考えます。 

 

今回の評価案では、全体としてバランスの取れた事業を満遍なく行い、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。 

また、生涯教育のように教育委員会と市長部局とで共管して進めていくような分野も多く

なります。そのためには、事業を思い切って止め、新たな行政需要に柔軟に対応できるよう

にすることも検討する必要があると考えます。 
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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。 
 

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。 
 

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、子ども

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どもたち一人

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。 
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【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 

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。 
 

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。 
 

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） 
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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、子どもの発達や成長、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。 
 

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、交通安全を支援する者。 
 

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 

点字図書・録音図書に関する全国最大の書誌データベースをもつ。点字資料や DAISY

資料などの提供・配信が受けられる。 
 

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。 
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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。 
 

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 

  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。 
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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、交通

安全や防犯対策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実施する授業。 
 

全国地芝居サミット 

  加盟団体の自治体が持ち回りで毎年開催し、地芝居に関するシンポジウムと主催地

域の芝居観劇、会員相互の現状報告や親睦を図る会。 
 

【た行】 

中学生「東京駅伝」 

毎年、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、児童・生徒が伝統・文化への理解を深める

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。 
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  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。 
 

  東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査 

東京都が独自に、小学校５年生と中学校２年生を対象として、小学校は国語・算数・

理科・社会、中学校はそれに外国語科を加えた５教科に関して、７月上旬に実施する

学力調査。 
 

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。 
 

特別支援教育検討委員会 

あきる野市における特別支援教育の在り方について検討を行う、医師等 22 名以内

で組織される委員会 
 

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を設置。 
 

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、小学校に言語障害学級と中学校

に情緒障害学級を設置する。） 
 

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 

 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 

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。 
 

 



 

 

91 

 

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

造等の躯体
く た い

）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 

  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。 
 

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。 
 

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。 
 

 【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、全ての子ども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。 
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 【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。 
 

 【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。 
 

 【Ｓ】 

  ＳＮＳ 

ソーシャル・ネット・サービスのことで、Web 上で社会的ネットワークを構築、多様

な人々とコミュニケーションなどを可能にするサービスのこと。 
 

 【Ｙ】 

ＹＡ（ヤングアダルト） 

主に１０代の中学生・高校生の利用者を対象とした図書等。 
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＜資料２＜資料２＜資料２＜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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