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段階 段階
A Ⅰ
B Ⅱ
C Ⅲ
D Ⅳ
E

段階
A
B
C
D

目標を達成できた

◎平成２６年度　３年間の目標に対する評価基準

一部できなかった
できなかった

概ね計画どおりできた

取　組　状　況

　(2)　施策

事業を計画どおり実施

　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

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

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

計画どおりできた

事業を廃止

◎平成２６年度　取組内容の取組状況の評価基準

一部できなかった
できなかった

◎今後の取組ヘの方向性の評価基準

計画以上にできた 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

　　　　　　２名の方からご意見をいただいた。

　　　　　　　　　浦 野 龍 治　氏　　　元あきる野市収入役

　　　　　　　　　三浦佐知子　氏　　　社会教育委員

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

　　　　　　方向性を示した。なお評価については次のような基準により評価した。　　

　(3)　点検評価有識者

　　　　　　級職員により、すべての基本施策に対する３年間の目標について検討し、今年度の評価と今後の

取　組　状　況
目標以上に達成できた

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

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

　　　　　　　らし合わせ、取組の方向性を示し、それぞれ次のような基準により評価した。

　　用語の意義は、次のとおりとする。

　　　　　　　示すことをいう。

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

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

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

　　　　　　　　 教育委員会事務局の各課は、「教育基本計画（第２次計画）」における主な事業(中期）の２６年度

　　　ることにより、効果的で市民に信頼される教育行政を推進していく。

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

　　　により、市民に対する説明責任を果たしていく。

　１　目的　１　目的　１　目的　１　目的

　２　定義　２　定義　２　定義　２　定義

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

Ⅰ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめにⅠ　はじめに

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。

　この報告書は、この規定に基づき、平成２６年度の事務の管理及び執行の状況についてあきる野市教育委

員会が行った点検及び評価の結果をまとめたものである。

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

取　組　の　方　向　性

　(1)　事務事業

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

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

　(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
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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

　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３

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

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

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

基本方針１

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

基本方針２

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

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

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

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

平成２５年１２月決定
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３ 　施策体系図３ 　施策体系図３ 　施策体系図３ 　施策体系図
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【取組６】【取組６】【取組６】【取組６】 16

17

18

19
【取組７】【取組７】【取組７】【取組７】

20

21

22

いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦◆

児童・生徒が安心して通える、安全で快
適な教育環境の整備を推進する

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

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

学力向上対策の強化◆

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

国際社会で活躍できる能力・態度を育てる教育の推進

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

学校経営力と教員の力量を高め、魅力
ある学校づくりを推進する

教員の資質・能力の向上

特色ある学校づくりと学校運営の改善

特別支援教育の推進◆
多様な教育的ニーズに対応した教育を
提供する

体力向上・健康増進に向けた取組

教育情報の提供

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

学校支援体制の強化

学校安全安心対策の強化

教育の機会均等などの確保

【取組４】【取組４】【取組４】【取組４】 学校施設・設備の整備

文化財の保護と活用の推進

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

スポーツの推進◆

生涯学習活動の推進◆

幼児教育の推進

家庭教育の支援

青少年の健全育成の推進◆

施設の効率的な管理運営
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　平成２６年４月定例会（平成２６年４月２４日）

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

承　　認

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

承　　認

報　　告

結　果

原案可決

報　　告

委　 　員
みやた　まさひこ H25.10. 28　～

H29.10.27

山　城　　清　邦

職　名 氏 　名 任 　期

教 育 長
みやばやし　とおる H23.11.26　～

H27.11.25宮　林　　　　徹

田野倉　美　保

委　　 員
たんじ　みつる H26.10.28　～

H30.10.27丹　治　　　　充

宮　田　　正　彦

委 員 長
職務代理者

たのくら　みほ H23.11.26　～
H27.11.25

委 員 長
やましろ　せいほう H24.10.28　～

H28.10.27

平成２６年度大規模地震対応訓練の報告について

　平成２６年６月定例会（平成２６年６月２６日）

番　号 件　　　名

あきる野市図書館次期システム選定審査委員会設置要領について報告事項(1)

議案　１７ あきる野市指定天然記念物の指定の解除について

報告事項(1) 性別記載欄の削除に伴う要綱の一部改正について

報告　　２
臨時代理したあきる野市民文化ホール（秋川キララホール）の空調設備改修工
事の請負契約の締結に関する報告及び承認について

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

件　　　名

議案　１８

議案　１５ あきる野市社会教育委員の委嘱について

議案　１６ あきる野市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

《 会 議 》《 会 議 》《 会 議 》《 会 議 》

　教育委員会の主な活動のひとつは、教育に関する重要な案件の審議等を行う「会議」である。「会議」は原則
として毎月第４木曜日に定例会を開催し、必要に応じて臨時会、視察等を行っている。平成26年度は下表のと
おり、定例会１２回、臨時会１回を開催し、議案３５件、報告２件、報告事項１７件、協議事項１件について審議
等を行った。

番　号 件　　　名

《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》《 構 成 》

H26.4.1～H27.3.31H26.4.1～H27.3.31H26.4.1～H27.3.31H26.4.1～H27.3.31

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

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

　平成２６年５月定例会（平成２６年５月２０日）

番　号

議案　２０

平成２６年度あきる野市教育委員会所管予算（第２号補正）について

議案　１９ あきる野市図書館協議会委員の任命について

あきる野市学校給食センター運営協議会委員の委嘱について

報告事項(1)
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結　果

原案可決

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

採　　択

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

結　果

当　　選

当　　選

原案可決

原案可決

原案可決

決　　定

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

報　　告

報　　告

　平成２６年８月定例会（平成２６年８月２８日）

番　号 件　　　名

議案　２２ 平成２６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

点検評価有識者の委嘱について

あきる野市体育施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する諮問につ
いて

議案　２７

　平成２６年１１月定例会（平成２６年１１月２６日）

議案　３２

あきる野市いじめ防止基本方針（案）について

議案　２３
平成２６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２５年度分）報告書について

　平成２６年７月定例会（平成２６年７月２２日）

平成２７年度使用教科用図書（小学校）の採択について

あきる野市特別支援教育推進計画（素案）について

議案　２１

番　号 件　　　名

議案　２５

議案　２４ あきる野市図書館運営規則等の一部を改正する規則

平成２７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

委員長職務代理者の指定について

報告事項(1)
あきる野市東京多摩国体庁内推進連絡会議設置要綱及びあきる野市国民
体育大会開催事業費補助金交付要綱の廃止について

報告事項(1) 旧市倉家住宅屋根改修工事について

　平成２６年９月定例会（平成２６年９月２４日）

番　号 件　　　名

議案　２６

　平成２６年１０月定例会（平成２６年１０月２８日）

議案　２８ 教育財産の取得に関する市長への申出について

番　号 件　　　名

委員長の選挙について

番　号

教育長課題提起「子供の安全管理について」

件　　　名

平成２６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

報告事項(4) あきる野市いじめ防止対策推進条例（案）について

議案　３３

報告事項(1)

議案　３１

行政（教育）財産の用途廃止について

報告事項(3)

議案　２９ あきる野市体育施設に係る指定管理者の選定について

議案　３０ あきる野市いじめ防止基本方針（素案）について

協議事項(1)

平成２６年度あきる野市教育委員会感謝状贈呈者の決定について

報告事項(2)
あきる野市教育委員会における市制施行２０周年記念事業（案）につい
て
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結　果

報　　告

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

結　果

原案可決

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

結　果

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

報　　告

報　　告

報　　告

平成２６年度あきる野市教育委員会所管予算（第７号補正）について

あきる野市いじめ問題対策連絡協議会規則

あきる野市いじめ防止基本方針について

議案　１３

報告事項(2)

あきる野市就学援助費支給要綱の一部改正について

報告事項(2)

報告事項(1)

あきる野市特別支援教育推進計画について

あきる野市立学校職員等服務規程等の一部改正について

あきる野市総合教育会議設置要綱の制定について

議案　１7 あきる野市有形文化財（建造物）の指定について

議案　１５

議案　１６

あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会規則

議案　１２

報告事項(3)

あきる野市図書館ホームページ広告掲載取扱基準について

　平成２７年３月定例会（平成２７年３月２７日）

議案　１４

平成２６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

あきる野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

議案　　２ あきる野市いじめ防止対策推進条例

あきる野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

議案　１１ 平成２７年度あきる野市教育委員会所管予算について

議案　　９ あきる野市特別支援教育推進計画（案）について

議案　　７

番　号

報告事項(1) 平成２６年度全国学力・学習状況調査について

あきる野市図書館運営規則の一部を改正する規則

件　　　名

　平成２７年　第1回臨時会（平成２７年２月１０日）

議案　　４ あきる野市立学校の校長及び副校長の人事について

報告事項(1) あきる野市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) 平成２６年度秋川流域市町村視聴覚教育協議会決算の認定について

　平成２７年２月定例会（平成２７年２月２０日）

番　号

件　　　名

　平成２７年１月定例会（平成２７年１月２９日）

議案　　１ 平成２７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

　平成２６年１２月定例会（平成２６年１２月２４日）

番　号

報告事項(2) 平成２６年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結果について

番　号 件　　　名

番　号 件　　　名

件　　　名

議案　　５

議案　１０

議案　　６

議案　　３ あきる野市有形文化財（建造物）の指定に関わる諮問について
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屋城小学校

前田小学校

平成26年7月8日

訪問日

西中学校

五日市小学校

多西小学校

西秋留小学校

平成26年6月3日 東京都市町村教育委員会連合会研修推進委員会

一の谷小学校

平成26年12月8日

東京自治会館

平成26年7月31日

秋多中学校

増戸中学校平成26年12月12日

東京都教育施策連絡会

東京都市町村教育委員会連合会理事会

東京都市町村教育委員会連合会定期総会

事　業　名・内　容

長野県 県民文化会館 外

五日市中学校

平成26年7月10日

平成26年4月10日

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

御堂中学校

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２６年度は下表のとおり。

平成27年1月15日

場　所

東京都市町村教育委員会連合会研修推進委員会 東京自治会館

平成26年5月16日

東京自治会館

東京都庁

平成26年5月1日 東京自治会館

開　催　日

平成26年5月22日

平成26年10月22日

東京都市町村教育委員会連合会管外視察研修平成26年10月10日

青梅市　吉川栄治記念館

平成27年1月20日

平成27年2月19日

南秋留小学校

草花小学校

東秋留小学校

平成27年1月27日

平成27年2月24日

平成26年10月20日

平成26年9月19日

平成26年6月20日

平成26年10月8日

平成26年9月22日

　教育委員は、市立小・中学校における教育活動の状況を把握し、課題や取組状況について学校と教育委員
の共通理解を深め、あきる野市の教育行政の更なる充実と発展に資することを目的に年間を通して計画的に
学校訪問を行っている。
　学校訪問の内容は、管理職等との学校運営の状況、成果、課題などの情報交換や授業参観などである。
　平成２６年度は、次のとおり実施した。

平成26年9月8日

訪問学校名

増戸小学校

東中学校

《 学校訪問 》《 学校訪問 》《 学校訪問 》《 学校訪問 》

平成26年6月27日

平成26年9月26日

東京自治会館

東京自治会館

東京都市町村教育委員会連合会第1ブロック研修会

東京都市教育長会研修会

平成27年2月5日

茨城県　宇宙航空研究開
発機構筑波宇宙センター
                           　外

平成27年1月22日 東京都市町村教育委員会連合会理事研修会 東京自治会館

東京都市町村教育委員会連合会研修会

8



平成27年1月28日

平成26年9月27日

平成26年11月1日 西中学校

東中学校

五日市中学校

学校公開

地区公開講座

市立小学校（２校）

市立中学校（３校）

御堂中学校

運動会

平成26年11月1日

学校公開東中学校

平成26年11月8日

平成26年10月30日 屋城小学校 言語能力向上拠点校研究発表会

開　催　日

平成26年5月17日 市立小学校（１校）

平成26年5月9日 東中学校 学校公開

平成26年4月28日

平成27年3月24日 市立小学校 卒業式

市立中学校（４校） 体育大会

運動会

平成26年5月10日

市立小学校

東中学校 学校公開

　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２６年度の主な参加行事等は下表のとおり。

平成26年5月31日

入学式

市立小学校（５校）

平成26年10月27日 五日市中学校 学校公開

平成26年10月28日

平成27年3月20日

平成27年1月24日

卒業式

平成26年5月31日 増戸中学校

音楽会

平成26年5月24日

体育大会

平成26年9月20日

平成26年9月26日 一の谷小学校

市立中学校

市立中学校 入学式

平成26年5月10日 五日市小学校

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

学　校　名 内　容

平成26年11月1日

市立小学校（３校） 運動会

学校公開東秋留小学校

学校公開

学校公開

五日市中学校

小中一貫教育研究発表会

学校公開

屋城小学校

東中学校

平成26年9月13日

平成26年9月13日

平成27年3月12日 増戸中学校 合唱コンクール

平成27年3月7日 秋多中学校

平成26年4月7日

平成26年4月26日

平成26年4月8日

音楽会

平成27年3月6日 御堂中学校

運動会

学校公開・道徳授業地区公開講座

西中学校

平成26年10月4日 増戸小学校・中学校合同運動会

合唱コンクール

運動会

学校公開

体育大会

道徳授業地区公開講座
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平成26年11月24日

平成26年12月4日

あきる野キララバンド定期演奏会

平成26年11月3日 あきる野市民表彰式・青少年善行表彰

平成26年11月15日 多西小学校創立１４０周年記念式典

平成26年11月11日 中学校海外派遣団帰国式

南秋留小学校創立４０周年記念式典

教職員辞令伝達式

事　業　名・内　容

平成26年5月11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

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

平成26年4月16日

市役所平成26年4月1日

場　所開　催　日

市役所

草花小学校開校４０周年記念式典平成27年2月14日

市内各駅前

秋川キララホール

平成26年7月12日 おとなが手本のあきる野市「あいさつ標語カルタ大会」

第３０回　あきる野映画祭オープニングセレモニー

平成26年6月21日

社会を明るくする運動

秋川流域合唱祭

平成26年7月4日

西秋留小学校創立１４０周年記念式典

平成26年7月24日

あきる野市子どもすもう大会

平成26年7月4日 「いじめをなくそう」子ども会議

平成27年3月31日 退職教職員辞令伝達式

平成26年6月22日

平成26年11月22日

秋川キララホール

西秋留小学校

市役所

五日市ファインプラザ体育館

青少年問題協議会

あきる野市民まつり市民文化祭開会式

平成26年6月7日 あきる野市小中学校PTA連合会定期総会 サマーランド

教育フォーラム

賀詞交歓会

五日市会館

平成26年9月29日

平成26年10月25日

秋川体育館平成26年7月19日

平成26年10月21日

中学校海外訪問団歓迎式

中学校海外訪問団お別れ式

成人式

平成27年1月10日

平成26年12月6日 あきる野市中学生の主張大会

平成26年12月14日 海外派遣交流事業報告会

平成26年12月13日 秋流子ども体験塾小中学校駅伝大会

秋川体育館

中学校海外派遣団出発式

あきる野市立公立小学校音楽会

平成27年3月7日 生涯学習シンポジウム

平成27年2月25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27年1月12日

平成27年2月21日 あきる野市少年少女ドッジボール大会

平成27年2月8日

秋川キララホール

平成27年2月20日 菅生高校甲子園出場壮行会 市役所

平成27年1月18日 あきる野市民綱引き競技大会

ふれあいセンター

まほろばホール

市役所

あきる野ルピア

五日市会館

秋川キララホール

草花小学校

秋川キララホール

あきる野ルピア

秋川キララホール

秋川体育館

秋川キララホール

五日市会館

市役所

中央公民館

市役所

平成26年10月31日

平成26年10月11日

平成26年10月11日

多西小学校

市役所

　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２６年度の参加行事等は下表のとおり。

平成26年8月23日 公立小学校教育研究会

平成27年2月8日 東京都中学生駅伝大会 味の素スタジアム

中央公民館

平成27年1月5日

秋川キララホール

平成26年11月29日 五日市小学校創立１４０周年記念式典

東京サマーランド

都立秋留台公園

五日市小学校

秋川体育館

南秋留小学校
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  Ⅴ 平成２６年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び 

執行状況の点検及び評価について 

                     



○

○

 基本施策 １　 基本施策 １　 基本施策 １　 基本施策 １　

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

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

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

評価評価評価評価

Ｈ２６

AAAA

Ｈ２７評価年度

評価結果

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

　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦　いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦

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

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

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

　平成２７年３月３０日に「あきる野市いじめ防止対策推進条例」が制定され、市全体でいじめ問題に対
して取り組むことが明確になった。学校では、条例制定に先立ち、平成２６年８月末までに全１６校で「学
校いじめ防止基本方針」を策定し、組織的な取組を推進している。平成２７年度には、市条例に基づき、
各校のいじめ防止基本方針を見直し、地域や保護者と連携した取組をさらに充実させていく予定であ
る。
　いじめ防止対策として、いじめが起こらないようにするための「未然防止」に関する取組を重点的に
行った。月１回の「いじめについて考える日」の取組や７月の「いじめをなくそう」子ども会議の実施、各
校での道徳教育や特別活動の充実により、児童･生徒がいじめについて正しく理解するとともに、児童･
生徒が主体的にいじめをなくすための取組を行うことができた。その結果、平成２５年度のいじめの認知
件数が７９件だったのに対し、平成２６年度のいじめの認知件数は１４件と大幅に減少した。また、平成
２６年度の認知したいじめ問題については、年度内にすべて解決することができた。
　不登校対策に関しては、学校、教育委員会、教育相談所、適応指導教室（せせらぎ教室）、子ども家
庭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、学校を
中心とした連携体制が強化された。その結果、平成２５年度の不登校件数が９０件だったのに対し、平
成２６年度は６３件と目標を上回る結果となった。
　また、平成２６年度、適応指導教室（せせらぎ教室）に在室及び体験した児童･生徒は３２名だったが、
卒業９名、学校復帰５名、転学４名で、平成２７年度初めの在室予定者は７名となり、目標を上回った。
　しかしながら、適応指導教室（せせらぎ教室）と在籍校との連絡会が２回にとどまった。平成２７年度
は、日程調整を早めに行い、年３回、確実に実施する。また、いじめ対策に関して、校内に設置している
「学校いじめ対策委員会」にスクールカウンセラーも加え、意図的・計画的・継続的に委員会を開催し、
いじめの未然防止及び早期発見の充実を図る。

Ｈ２８

評価基準

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

　スクールカウンセラー担当者連絡会や教育相談担当者連絡会等にスクールカウンセラーを参加さ
せたり、担当者に効果的な活用方法を指導・助言した。
　教育相談所、適応指導教室（せせらぎ教室）、子ども家庭支援センターと、定期的にカンファレンス
を年１７回実施し、情報共有を図った。
　教育相談所の取組としては、電話相談件数が昨年度より２７件増の２４４件、通所相談件数が87
件増の１３４２件だった。相談者のニーズに応じた相談を実施することができた。

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

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 カンファレンスの回数を１６回に精査し、１回ごとの会を充実させていく。

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

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

 D：一部できなかった　 E：できなかったＢＢＢＢ

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

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

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

　いじめ対策に関しては、「学校いじめ防止基本方針」を平成２６年８月末までに全校で作成させ、
ホームページ等で公表させた。また、ふれあい月間や日常的な取組の充実を図るよう、校長会や副
校長会、生活指導主任会及びいじめ問題対策連絡協議会等を活用し、取組状況の確認や必要に
応じて指導･助言を行った。その結果、今年度のいじめの認知件数は、平成２５年度の７９件から１４
件に減った。
　不登校対策に関しては、ふれあい月間における取組や長期欠席児童･生徒の個人票の活用、ス
クールカウンセラーの活用等により、昨年度の不登校数９０件に対し、今年度は６３件に減少した。

　学校いじめ対策委員会の取組をより充実させ、学校におけるいじめ対策及び不登校対策を今後も
充実させ、いじめ・不登校ゼロを目指す。

主管課 指導室

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

評価
Ｈ２８

方 向 性

【２６年度取組内容】

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

Ｈ２６

取組状況

【２６年度取組内容】

Ｈ２７

2222

3333

Ｈ２６

取組状況

【２６年度取組内容】

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

方 向 性

課　　題

課　　題

方 向 性

評価

取組状況

Ｈ２８

ＢＢＢＢ

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

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

　関係部局と連携し、「あきる野市いじめ防止対策推進条例」及び「あきる野市いじめ防止基本方
針」、「あきる野市いじめ問題対策連絡協議会規則」及び「あきる野市教育委員会いじめ問題調査委
員会規則」を３月定例議会及び３月定例教育委員会にて制定・策定した。
　また、条例を市民に啓発するためのリーフレットを作成し、次年度、配布する。
　いじめ問題対策連絡協議会については、委員を検討し、次年度、委員の選出及び連絡協議会の
開催を行う予定である。

　作成したリーフレットや教育委員会広報を活用し、条例の趣旨を広く周知するとともに、年２回、連
絡協議会を開催する。

・いじめ防止対策推進条例及びいじめ防止基本方針等の検討・策定
・いじめ問題対策連絡協議会の検討・設置

Ｈ２７

指導室主管課

変更内容

Ⅱ

課　　題
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方 向 性

　個々の児童・生徒に関する関連諸機関（学校、適応指導教室、教育相談所、教育委員会）による
連絡会を年２回実施し、連携を強化するとともに対象児童・生徒の情報を共有し、計画的、組織的な
登校支援の取組を行った。
　今年度、在室者（体験・相談含む）は３２名で、そのうち７名の体験者や相談者を除いた２５名につ
いては、卒業者９名、学校復帰者５名、転学者４名で、７２％の児童・生徒が退室した。

　指導主事とせせらぎ教室と学校の日程が調整できず、年３回の予定だったが、２回しか実施できな
かった。次年度は、早めの計画を立て、年３回実施する。

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

変更内容

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

・年３回以上の在籍校面談の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＤＤＤＤ

取組状況

4444

課　　題

【２６年度取組内容】
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○

○

○

○
○

○

○

評価結果 BBBB

BBBB

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

Ｈ２６

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果

Ｈ２８

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

評価評価評価評価

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

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

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

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

評価基準

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

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

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

評価年度 Ｈ２７

 基本施策 ２ 基本施策 ２ 基本施策 ２ 基本施策 ２
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【】

　昨年度の課題（体験プログラムの見直し）を、説明方法の変更で対応し、前年比２割増の体験者を受
け入れ、図書館業務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、関心を高めることができ
た。
　特に、提供したサービスに対する利用者の満足感を自らの喜びとするなど、社会に貢献する心の育成
に寄与している。
　利用者との関わりの中で多くのことを学び、豊かな心の形成につながることから、体験者にはできるだ
け長く体験の時間を確保してほしいが、体験者の都合で十分に確保できない事例が多いのが課題。
　図書館業務の基本を理解した上で、短期間ではあっても、体験者自らが利用者に働きかけられるプロ
グラムを工夫するなど、体験者の状況に合わせ、さらなる成果の向上が図れるよう取組を進める。

　人権教育に関しては、第６ブロック連絡会（近隣市町村立学校主催の研究発表等）への参加を含め、
人権教育推進委員会を年５回開催した。また、平成２６・２７年度に都「人権尊重教育推進校」の指定を
受け、研究を実施している南秋留小学校の取組を推進委員会で報告させ、人権教育に関する理解啓発
を図るとともに、各校の取組に生かせるようにした。平成２７年度は、南秋留小学校の研究発表会を１１
月に予定している。都教育委員会と連携し、研究を推進していくとともに、研究成果を推進委員会だけで
なく、校長会・副校長会等でも市内全校に還元していく。
　道徳教育に関しては、道徳主任会を年２回開催し、道徳教育を意図的・計画的に推進していくことや、
各校の全体計画及び年間指導計画を見直すポイント等について指導した。また、道徳授業地区公開講
座を全１６校が計画的に実施し、保護者や地域に各校の道徳教育の取組について理解・啓発を図っ
た。平成２７年度は、あきる野市いじめ防止対策推進条例に基づき、道徳の時間の充実を図るため、児
童･生徒の授業や日常の生活の様子等について、通知表等で保護者に伝え、家庭と学校が連携して児
童・生徒の心の教育を図っていく。また、道徳授業地区公開講座における意見交換会をさらに充実して
いくよう、主任会だけでなく、校長会・副校長会等で指導・助言していく。
　キャリア教育に関しては、キャリア教育担当者連絡会を年１回開催し、各小中学校の取組を中学校校
区ごとのグループ内で情報交換し、全体で共有することで、小中一貫教育の視点で各校の取組を見直
すきっかけとなった。また、進路指導主任会を年２回開催し、職場体験や進路指導について意見交換を
図った。平成２６年度は、全１２２事業所が職場体験に協力していただいた。職場体験の取組等を市民
に啓発するために、教育委員会広報誌「一房のぶどう」に全事業所名と取組の紹介を掲載した。次年度
以降も、職場体験の取組等について「一房のぶどう」に掲載していく。
　栗原市交流事業に関しては、生徒会代表１２名、部活動（サッカー部）代表１９名が栗原市を訪問し、
栗原市の生徒と交流を深めた。平成２７年度は、受入事業となるため、栗原市の生徒と友好的な交流
が図れるように計画・実施していく。
　環境教育に関しては、全１０小学校による小宮自然体験学校を活用した学習や市教研理科部教員に
よる研修の実施等計画どおりに実施できた。また、地域人材を活用した農業体験等や環境月間の取組
等、各校で特色ある取組が実施できた。次年度も、効果的な体験学習ができるよう、関係機関との打合
せを計画的に実施しいていく。

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

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

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

　職場体験学習については、今後も地域等への一層の理解推進を図る必要がある。

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

変更内容

主管課 指導室

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＡＡＡＡ

　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。
　市内全校全学級において、道徳授業地区公開講座を実施した。授業公開後には、保護者や地域
住民を交えた意見交換会を実施し、学校における道徳教育の理解を図るとともに、保護者・地域・学
校が一体となって取り組む道徳教育の啓発を行った。

　「特別の教科　道徳」の実施に向けて、道徳の授業をより充実したものにしていく。そのために、毎
授業の児童･生徒の様子や学校生活全体での児童･生徒の心の変容等を適切に見取り、通知表等
をとおして保護者に伝え、家庭と情報共有を図っていく。

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

変更内容

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

ＢＢＢＢ

主管課 指導室

・道徳主任会の実施
・道徳授業地区公開講座の充実

課　　題

方 向 性

取組状況

【２６年度取組内容】

　キャリア教育担当者連絡会を年１回、進路指導主任会を年２回開催し、各校のキャリア教育の取
組について情報交換するとともに、小中９年間を見通したキャリア教育の推進にむけて協議を行っ
た。
　職場体験については、あきる野市内を中心とした全１２２事業所で、３日間の職場体験学習を実施
した。生徒は、体験を通して、社会人として必要な挨拶、基本的な社会のルール、公共の場でのマ
ナー等について事前学習等を含めて、実践的に学ぶことができた。
　さらに今年度は、事業所との連携強化を図るために、教育委員会広報「一房のぶどう」に全事業所
名を掲載し、職場体験について多くの市民に周知した。

課　　題

方 向 性

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

6666

取組状況

【２６年度取組内容】

道徳教育の推進道徳教育の推進道徳教育の推進道徳教育の推進

・人権教育推進委員会の実施
・人権尊重教育推進校の指定

　人権教育推進委員会を年２回開催し、各校の人権教育推進に向けた研修や啓発を行った。
　また、他市町村と共催でブロック連絡会を年３回行い、各校の人権教育推進委員が他市町村にお
ける取組を学ぶとともに、人権尊重教育推進校の発表会に２回参加し、人権尊重教育に対する具
体的な手だてについての理解を深めることができた。
　今年度から南秋留小学校が人権尊重教育推進校の指定を受け、２年間の研究を推進している。

課　　題
　次年度、南秋留小学校の研究発表会を１１月２０日に開催予定である。発表会に向けて、学校訪
問等を重ね、研究の推進について支援していく。

【２６年度取組内容】

Ｈ２８

方 向 性
Ⅱ

Ｈ２７

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

変更内容

取組状況

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

5555 人権教育の推進及び啓発人権教育の推進及び啓発人権教育の推進及び啓発人権教育の推進及び啓発 主管課 指導室

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

変更内容

図書館インターンシップ事業の充実図書館インターンシップ事業の充実図書館インターンシップ事業の充実図書館インターンシップ事業の充実 主管課 図書館

・中・高生の職場体験の受入れ
・図書館司書実習の受入れ

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　小学校全校で小宮自然体験学校を活用し、自然環境を生かした学習を実施した。また、市小教研
理科部で、夏季休業中に小宮自然体験学校を利用した研修を実施し、自然環境を生かした活動に
ついて検討した。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。

　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。

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

変更内容

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　次年度は、受入事業となる。参加する生徒にとって友好を深める計画を立てる。

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 次年度は、受入事業として実施する。

環境教育の推進環境教育の推進環境教育の推進環境教育の推進 主管課 指導室

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　８月４日（月）から６日（水）までの３日間、栗原市交流事業を実施した。参加した３１名の生徒は、
サッカー部交流や生徒会交流、千葉卓三郎ゆかりの施設見学や箸づくりなどを通して、栗原市の生
徒たちとの交流を深めた。

評価
Ｈ２６

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

課　　題

方 向 性

　体験者は増えているが、十分な体験時間（日数）を確保できない体験者も増えている。

Ⅱ

取組状況

【２６年度取組内容】

　授業の一環で行う職業体験では、依頼があった中学校4校の受入れを実施し、16名が参加した。
　高校生、大学生のインターンシップ活動については、社会福祉協議会主催の「夏！体験ボランティ
アinあきる野」に参加し、夏休み期間に希望者を受入れ、延べ104名の参加があった。
　活動効率を高めるために、今年度は活動前の説明内容を一新し、プロジェクターを用いるなどして
わかりやすい説明を行った。
　活動後のアンケートでは、普段見ることのできないバックヤードが見られたり、本の並び方がわ
かって大変勉強になったという意見のほか、思ったより大変だった等の感想もあり、働くことへの厳
しさや楽しさ、仕事への関心を深めることができた。

課　　題

方 向 性

10101010

取組状況

【２６年度取組内容】
・小宮自然体験学校や地域の教育資源等を活用した教育活動の推進
・環境月間における各学校の実態に即した取組の推進

9999

課　　題

方 向 性

【２６年度取組内容】 ・栗原市で開催

8888

取組状況

Ｈ２７
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○

○

○

　日本の伝統･文化理解教育に関しては、日本の伝統･文化理解教育推進委員会を計画どおり開催し、
各学校の取組について情報交換することで、次年度計画の見直しのきっかけになった。
　AETの派遣については、契約方法を変更したことで、学校の都合に応じて派遣日や時間の変更が可
能になり、柔軟な実施ができた。次年度に向けては、オリンピック・パラリンピック教育の視点で、国際理
解教育の充実を図っていくために、AETが育った国や文化等をより理解できるような場面を発達段階に
応じて設定していく。

Ｈ２８

評価結果

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

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

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

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

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

評価評価評価評価

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

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

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

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

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

　国際的視野を持つ人材の育成により市の国際化を推進するため、市内市立中学校の生徒８人を国際
姉妹都市マールボロウ市（米国マサチューセッツ州）に派遣するとともに、訪日したウィットコム・スクー
ル生徒９人及び引率者３人を受入れ、市内市立中学校での学校体験やホームステイ体験を実施した。
　当該事業に参加した生徒・保護者及び協力者の多くが、市の国際化推進事業を支える大きな力となっ
ていることから、教育交流の枠を超えた成果を生んでいるといえる。
　派遣事業と比較し、受入事業の際の受入家庭の申込みが少ないことから、受入を行うことで磨かれる
国際的感覚や受入家庭が得るメリットなどを更にＰＲし、受入家庭の増加に取組む。

Ｈ２７ Ｈ２８

【指導室】【指導室】【指導室】【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

評価基準

BBBB

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

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

評価結果 BBBB

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

　市内市立中学校の生徒８人を国際姉妹都市マールボロウ市（米国マサチューセッツ州）に派遣し、
概ね１０日間のホームステイや学校体験を実施した。事前研修の時間を増やしたことにより、例年以
上に派遣団間の親交が深まり、また、通訳者派遣の随行（ＪＯＣＡ職員）が増えたことにより、安全か
つ円滑に事業を実施することができた。
　受入事業については、訪日したウィットコム・スクール生徒９人及び引率者３人を受入れ、市内市
立中学校での学校体験やホームステイ体験を実施した。受入期間中、台風の影響により一部のイ
ベントが中止になるなどのアクシデントはあったものの、中学生同士の交流はスムーズに行えた。ま
た、昨年に引き続き、学校訪問時には、引率者に通訳ボランティア（観光財団職員）が随行すること
ができ、充実した交流を実施することができた。
　さらに、あきる野市国際化推進青年の会やあきる野ホストファミリークラブ等市民団体からの派遣
団への随行、英語指導やアドバイス等の協力、受入時のサポートを得て、マールボロウ市との姉妹
都市交流を更に深めることができた。

　派遣事業の際、随行者として職員１人が同行しているが、緊急時対応を考えると２人以上の随行
者が必要である。

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

課　　題 　ＡＥＴを活用した授業の充実を図るため、派遣業者との契約方法を検討する。

方 向 性
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 　同じＡＥＴが派遣できるように、業者との契約を複数年に変更する。

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　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１９１
８時間、中学校に年間２１１１．５時間、ＡＥＴを派遣した。

12121212 外国語指導員の活用外国語指導員の活用外国語指導員の活用外国語指導員の活用 主管課 指導室

取組状況

【２６年度取組内容】 ・全小中学校でＡＥＴを活用した外国語活動及び外国語科の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

　今年度は４回の推進委員会を開催し、生涯学習担当課長から市の伝統・文化について講話を行う
とともに、互いの取組について情報の交換とまとめを行った。
　各校がそれぞれで取り組んできた内容について紙面やプレゼンテーションソフトを活用し、全１６校
が互いに紹介し合うとともに、多摩地区教育推進委員会報告会へ委員全員の参加を通して、次年
度の活動の充実に向けた手がかりを各校が得ることができた。

　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日本の伝
統・文化推進委員会における取組をさらに充実していく必要がある。

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
　日本の伝統・文化だけでなく、諸外国の歴史や文化、外国語（英語あるいはその他の外国
語）の学習による国際理解教育も充実していく。

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

伝統・文化理解教育の推進伝統・文化理解教育の推進伝統・文化理解教育の推進伝統・文化理解教育の推進 主管課 指導室

方 向 性

取組状況

【２６年度取組内容】 ・日本の伝統・文化理解教育推進委員会における報告会の実施

11111111

【２６年度取組内容】

課　　題

13131313

課　　題

方 向 性
変更内容

国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進国際姉妹都市マールボロウ市教育交流事業の推進 主管課
指導室

生涯学習スポーツ課

・教育交流事業の実施

取組状況

19



○

○

○

○

○

○

評価結果 BBBB

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 BBBB

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

評価評価評価評価

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

Ｈ２８

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

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

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

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

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

評価年度 Ｈ２６

　子ども読書活動の推進　子ども読書活動の推進　子ども読書活動の推進　子ども読書活動の推進

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

 基本施策 ４ 基本施策 ４ 基本施策 ４ 基本施策 ４

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

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

Ｈ２７ Ｈ２８

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

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

　　　　学校図書館活用推進委員会を図書館と連携し、計画どおりに実施できた。また、学校図書館補助員を
各学校に適正に配置し、有効活用させた。今後も、図書館と連携し、児童･生徒の読書量の確保や授業
での学校図書館の活用を推進していく。

　「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書に関わる部署との連携を図り
ながら、子どもの読書環境の整備を進めた。
　特に、第二次計画で重点目標となった、小学校高学年から中学生、高校生（ヤングアダルト）の未読書
率の減少を図る取組、学校図書館や学級における読書環境整備の支援に加え、第一次計画から継続
する乳幼児への取組を着実に実施している。
　また、図書館ホームページからの子どもの読書に関する情報発信を充実させ、読書環境の充実に取
組んだ。システムのリプレースに伴い、今後追加する新たなページも用意したため、コンテンツの作成が
課題となっている。関連部署とも連携しながら検討し、充実した内容の子ども読書活動推進に関する情
報提供ができるよう、継続して取組を進める。
　調べもの学習・総合的な学習に伴う資料の提供については、インターネットの活用等により、図書資料
の提供実績が下がっている。インターネットと図書資料、それぞれの特性を活かした学習ができるよう、
周知し、活用を図っていく。
　子どもが自然に読書に親しみ、読書習慣を身に付けるためには、地道ではあるが継続した取組が必
要であることから、今後も関連部署と連携して事業を推進する。

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

　学校図書館活用推進委員会などを開催するとともに、講演や図書館の見学などを行うことで図書館補
助員等の資質の向上が図れた。
　今後も引き続き、学校図書館活用推進委員会等の活用を図るとともに、学校と市立図書館が連携し、
児童・生徒の読書活動の充実を図っていく。
　また、学校図書館の蔵書については、各学校の図書整備計画に基づき適正な購入を行い、学校図書
館図書標準を満たしていない学校については、臨時的予算を計上することにより対応することとなった。
　今後は、蔵書スペースの確保やスペースをとらない図書棚等の購入の検討が必要と思われる。
　学校図書館図書のデータ化については、引き続き情報収集等を行い、より効率的なデータ化に向けた
検討を進めていく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　図書館ホームページ内に、新たに追加する子ども読書関連ページの一部が準備中である。順次
追加・更新するコンテンツと併せて内容を検討し、充実を図る。

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

変更内容

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

 子ども読書活動推進連絡会を２回（10月・2月）開催して、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２５年度の活動状況評価を行った。
　図書館ホームページの児童サービスのページは、活動内容や事業予定の修正サイクルについ
て、連携している各課と調整し、更新を行った。
　4月16日から6月8日までの期間を「本って楽しいな」子ども読書の日推進事業期間とし、絵本の原
画展や人形劇、おはなし会、工作教室などを実施した。
　図書館システムのリプレースに伴い、図書館ホームページに「こどものページ」を新規に作成した。
また、「子ども読書に携わるみなさんのページ」の内容更新を行った。

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

主管課 指導室・教育総務課

取組状況

【２６年度取組内容】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

課　　題

方 向 性

15151515

   蔵書スペースの確保が必要である。

Ⅱ

取組状況

【２６年度取組内容】

学校図書館の充実学校図書館の充実学校図書館の充実学校図書館の充実

   担当教員と図書館補助員を対象に学校図書館活用推進委員会を図書館と連携し、年３回実施し
た。ビブリオバトルの講演や市内学校図書館の見学をとおして、担当教員及び図書館補助員の資
質向上を図った。
   各学校には、年間４００時間、図書館補助員を配置し、学校図書館の整備、教員の指導補助及び
読み聞かせ等を行い、読書活動の推進に寄与した。
   学校図書館の蔵書については、学校から図書整備計画に基づき要望された図書購入費等を学校
配当予算に計上することにより、各小・中学校で必要な図書の購入を行った。
   また、学校図書館図書標準を満たしていない学校については、臨時的予算として、平成２７年度
以降の実施計画に計上し、予算化の目途が立った。
   学校図書館図書のデータ管理化については、情報収集等を行うなど研究に努めた。

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施　　Ⅲ：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

14141414

課　　題

方 向 性

・学校図書館活用推進委員会の実施
・図書館補助員の配置
・学校図書館の蔵書の充実
・学校図書のデータ管理化に向けた検討
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Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施　　Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　Ⅳ：事業を廃止

変更内容

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

　子どもたちが自主的に読書活動ができるよう、市内小学校1年生（735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、21クラスに1,958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、課題の共有化を図った。
　調べ学習・総合的な学習の支援では、「日光」等11のテーマで603冊の資料を提供したが、昨年度
より利用件数は減少している。
　YAコーナーの資料については、「学校図書館だより」も参考にし、充実を図った。

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

取組状況

【２６年度取組内容】

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

　読書へのきっかけ作りとして、親子で楽しめるおはなし会(合計1,354人参加）、原画展、人形劇（合
計54人参加）、映画会(合計160人参加)等を実施した。
　季節や読書週間に合わせたリストを年3回作成し、市立保育園・小学校に配布（約４,600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。
　中央図書館、増戸分室にＹＡコーナーを設置し全館にＹＡコーナーの整備ができた。各館の職場体
験時に中学生に本のおすすめの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。全館でＹＡ本を積極的に購入するなど充実を図った。
　ＹＡ読書リストを作成し、市立中学校６校の新１年生に配布（約730人）した。
　おはなし会などに関連する本の展示や貸出確認票に開催のお知らせを刷り込むなど、積極的に
事業の周知を図った。
　関連施設の本のある場所づくりとしては、五日市保健センター内に児童書が置けるよう調整を進
めた。

課　　題 　おはなし会等、乳幼児・小学生対象の事業は多いが、YA世代に向けた事業が実施できていない。

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

【２６年度取組内容】

・中央ＹＡコーナーの設置
・東部・五日市ＹＡ(※ヤングアダルト。図書館サービスで主に１０代の中学生・
高校生の利用者を対象とする。)コーナーの充実
・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の検討

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

16161616 子ども読書活動推進事業の充実子ども読書活動推進事業の充実子ども読書活動推進事業の充実子ども読書活動推進事業の充実 主管課 図書館

課　　題 　団体貸出や調べ学習等の支援では、活用していない学校の存在も認められる。

方 向 性
Ⅱ

取組状況

23



○

評価結果 DDDD

評価評価評価評価

評価基準

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

　都学力調査結果によると、平均正答率を下回る児童･生徒の割合は、小学校で国語６１％、
社会５６．９％、算数６１．１％、理科５９．８％といずれも５０％以下にできなかった。中学校では、国語５
４．１％、社会５０．１％、算数５１．７％、理科５１．２％、外国語４８．７％と小学校よりは高い結果ではあ
るものの、一つの教科を除いて、５０％以下にできなかった。
　しかし、平成２５年度と比較すると、小学校では、国語と算数において都と市の平均正答率の差が小さ
くなり、中学校においては、全ての教科で都と市の平均正答率の差が小さく、さらに理科で都平均正答
率を上回った。これまでの授業改善による指導の工夫や研究推進による学力向上策の結果が少しずつ
ではあるが、着実に表れてきている。
　平成２７年度からはこれまでの取組に加え、都「学力ステップアップ推進地域指定事業」を受け、一人
一人に手厚い授業や補習の充実等、外部人材等を活用した取組を推進していく。

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

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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

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

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

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

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。

 基本施策 ５ 基本施策 ５ 基本施策 ５ 基本施策 ５ 　学力向上対策の強化　学力向上対策の強化　学力向上対策の強化　学力向上対策の強化
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　ＩＣＴ教育については、教育総務課と連携し、今後環境整備を進めていく。

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 　都「学力ステップアップ推進地域指定事業」による外部指導員も活用していく。

・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ＢＢＢＢ

　児童･生徒の基礎学力向上を図る手だてを、さらに工夫していく。

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 都「学力ステップアップ推進地域指定事業」の指定を受け、更なる学力向上策を実施する。

主管課 指導室教育環境の整備教育環境の整備教育環境の整備教育環境の整備

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

Ｈ２６ Ｈ２７

【２６年度取組内容】

方 向 性

・中学校区ごとの基本方針に即した小中一貫教育の推進
・言語能力向上推進事業と学力向上パートナーシップ事業の推進
・授業改善推進プランの作成及び活用
・全小中学校における補充学習の実施
・学力調査結果に基づいて作成した授業プランの活用
・学力向上委員会による学力向上に向けた具体策の提示、補充学習用のドリ
ル作成

評価

課　　題

方 向 性

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

18181818

【２６年度取組内容】

ＢＢＢＢ

　中学校区ごとに定めた小中一貫教育基本方針に基づき、重点教科を設定し、９年間を見通した指
導段階表を作成した。また、東中学校区の２年間の研究成果を１月２８日に市内全教員を対象に実
施した。
　言語能力向上事業としては、草花小学校が、言語能力向上拠点校としての中間報告を１月２４日
に実施した。
　全校において、学力調査結果を基に授業改善推進プランを見直した。また、８月～９月にかけ、指
導主事等による学校訪問を実施し、各学校の実態に応じたプランの作成、改善について指導・助言
を行い、内容のさらなる充実を図った。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を加えさせ、その視点に基づく指導・助言をとおして、各教員の指導力向上
に努めた。
　全学校において１０分から１５分程度の補充の時間を設定し、国語や算数･数学を中心に基礎学
力の定着を図った。また、学力向上委員会において、小学校は補充学習用のドリルを作成した。

課　　題

取組状況

19191919

取組状況

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかった
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○

○

○

○

○

○

○

○

評価結果 ＢＢＢＢ

Ｈ２８評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

評価結果 CCCC

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

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

【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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 CCCC

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

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

評価評価評価評価

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

評価基準

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

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

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

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

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

　各学校での食に関する授業の計画としてあげられてきた授業に対しての、栄養教諭の支援は、全て
対応しているが、小中学校全校での食に対する取組が出来ていないことから、評価としては、全校での
食に対する体制整備が整っていない為達成できたとは言えない。今後も校長会や食育リーダーを通じ
て働きを継続していく必要がある。
　地場産農産物の使用については、農家の供給量に応じて、ほぼ通年使用できている。今後、使用量
の増加を図るためには、給食用の作付け農家を増やすことが課題である。
　親子料理教室は、児童及び保護者へ夏休みの事業として浸透しているので継続が望まれる。

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

　児童・生徒の健康診断、学校医や薬剤師の配置、飲料水及びプールの水質検査等を実施し、児童・
生徒の心身の健康管理に努めることができたが、健康診断において、一部の学校で日程調整に時間を
要することが生じたため、学校と医師間での事前の連絡調整が必要である。
　また、食物アレルギー対策として、全教員へ配布した「食物アレルギー対応マニュアル」の活用と緊急
時の対応等を指導し、食物アレルギー事故の未然防止に努めた。
　今後は、アレルギー疾患の多様化への対応や各学校での更なる危機管理意識の高揚など引き続き、
指導していくこととともに、保健主任会等を活用し食物アレルギー対応マニュアルの検証を行なってい
く。

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

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

　体力向上委員会において、都体力等調査結果を授業改善に生かすポイントを指導･助言し、各学校の
実態に応じて授業改善を図った。また、同委員会において、中学校保健体育科教員に授業での指導法
を説明させることで、小学校体育科での指導法の参考にさせた。
　食育については、栄養教諭等と連携し、食育リーダー連絡会において、具体的な実践事例を紹介し、
各学校の取組の見直しを図った。
　平成２６年度都体力調査結果によると、中学校では、男女とも全学年において都平均を上回ってい
る。小学校では、男女とも一つの学年を除いて都平均を上回ることができた。今後も、授業改善や一校
一取組の充実を図り、小中全学年で都平均値を上回れるようにしていく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　体力向上委員会を年５回に増やし、「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」
の実施方法についての検討や調査結果の分析に基づいた協議を行った。また、中学校の実践紹介
や「一校一取組」紹介を実施し、各学校の取組を推進させた。
　中学生「東京駅伝」では、全５０チーム中、男子１２位、女子３０位、総合２０位とこれまでで最もよ
い結果となり、体力向上策の成果となって表れた。

取組状況

指導室主管課学校における食育の推進学校における食育の推進学校における食育の推進学校における食育の推進21212121

Ｈ２６

・体力向上委員会で中学校区ごとに策定した取組の実施
・都体力等調査の結果を生かした一校一取組の推進
・中学生「東京駅伝」の実施による体力の向上策の充実

指導室主管課スポーツ教育の推進スポーツ教育の推進スポーツ教育の推進スポーツ教育の推進

評価
Ｈ２８Ｈ２７

【２６年度取組内容】

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

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６

・食育リーダー連絡会の実施
・各校における食育推進チームの機能強化

【２６年度取組内容】

ＡＡＡＡ

評価

変更内容

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

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

方 向 性

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

ＢＢＢＢ

・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

【２６年度取組内容】

取組状況

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

　食に関する指導は、各学校が主体となって取り組むものであるが、栄養教諭が配備されて３年目
となり、校長会を通じて全校での年間食育指導計画の作成と実施を目指した。食育事業実施状況
は、小学校８校中学校３校の実施であり、前年より小学校１校の増加であった。延べ実施回数は、１
４８回で、前年より５０回の増加であった。
　地場産野菜の活用については、１８品目、１２３４８ｋｇ及びとうもろこし１２６０本を秋川、五日市
ファーマーズセンターから納入できた。とうもろこしは、悪天候で秋川地区では中学校のみの納入と
なった。
　夏休み期間中に小学４年生以上の児童とその保護者を対象として、農業者から地場産の食材を
活用して料理教室を２回開催した。２回の参加人員は、４１人であった。

CCCC

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更内容

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

　食に関する指導は、未実施校を無くし、全校実施に向けた継続的支援が必要である。
　地場産野菜の使用増加を図るため、農家の作付増加などの協力が必要がある。
　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。

課　　題

　オリンピック・パラリンピック教育推進校の取組を効果的に活用する。

Ⅲ

課　　題

方 向 性
都「オリンピック・パラリンピック教育推進校」に小中学校８校が指定を受けた。その成果を市内全域に広める。変更内容

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

20202020

取組状況
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評価

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

【２６年度取組内容】

取組状況

教育総務課主管課学校保健の充実学校保健の充実学校保健の充実学校保健の充実23232323

Ｈ２６

方 向 性

   学校保健委員会等の更なる充実と連携体制の強化が必要である。
   アレルギー疾患の多様化への対応や、新たな課題に対して迅速に対応していく必要がある。

課　　題

   児童・生徒の健康診断の実施及び校医・薬剤師の配置とともに、保健主任会等と連携を図ること
により、児童・生徒の心身の健康管理に努めた。
   飲料水・プールの水質検査及び換気・採光等の環境衛生基準に基づく環境の確保に努めた。
   各学校へ食物アレルギー対応マニュアルの活用と緊急時における個々の役割分担を確認し、事
前にシュミレーションを行うなど指導するとともに、学校、学校給食センターと情報共有しながらアレ
ルギー事故防止に努めた。
   学校管理下における事故に対応するために、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している。

BBBB

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

Ｈ２８Ｈ２７

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

変更内容
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○

○

○
○

○
○
○

　平成２６年度、通常の学級に在籍している児童･生徒の内、特別な支援が必要と思われ、教員補助員
を配置した児童･生徒は、５００名おり、その内、個別指導計画を作成している児童･生徒は４５５名で、
割合は９１％となる。同様に個別の教育支援計画を作成している児童･生徒は１５７名で、割合は３１％
である。特別支援学級に在籍若しくは通級指導学級を利用している児童･生徒に関しては、個別指導計
画を必ず作成させている。今後も個別指導計画の作成を進めるとともに、個別の教育支援計画につい
ても作成するよう、校長会・副校長会・特別支援教育コーディネーター連絡会等で指導していく。
　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については、これまでに様々な会議等で指
導･助言し、多くの学校で教室前面の整備や掲示物の色彩等が整えられてきた。また、本日の流れを事
前に示す授業も増えてきている。しかし、まだ全学級での実施までは至っていないため、今後は、チェッ
クリストを活用し、指導室訪問や管理職等による授業観察の際に、同様の視点で各教員を指導するよう
徹底していく。
　各学校における特別支援体制の整備については、全校に設置している校内委員会を中心に、就学相
談の充実や特別支援教育補助員及び介助員の活用など一人一人の状況に応じた支援が充実してきて
いる。
　特別支援教育推進計画については、関係機関と連携し、策定することができた。今後は、取組状況を
特別支援教育検討委員会にて報告し、いただいた御意見等を含めて、３月定例教育委員会にて報告し
ていく。
　就学相談委員会を年間７回開催し、延べ６３名の就学（転学）について検討した。しかし、検討数が回
によって偏りがあり、年度末にかけて多くの件数を検討する結果となった。平成２７年度は、就学相談委
員会の進め方を工夫し、毎回、バランスよく検討できるように、学校や教育相談所等の進行管理を徹底
していく。
　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２５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２５年度とほぼ同程度の割合で実施できた。平成２７年度からの新１年生
に関しては、原則、副籍交流を実施することになっているため、実施割合は増加する見通しだが、児童･
生徒の直接交流の重要性について、今後も都立学校と連携して保護者に伝えていく。

評価評価評価評価

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

評価年度 Ｈ２６

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

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

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

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

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

Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 CCCC

 基本施策 7 基本施策 7 基本施策 7 基本施策 7 　特別支援教育の推進　特別支援教育の推進　特別支援教育の推進　特別支援教育の推進

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

　発達障害を含めた特別な支援を必要とする児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な
取組を支援するためには、児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、身に付けた能力を更
に高めるとともに、生活や学習上の困難を改善し、克服するための適切な指導や支援を進める
ことが重要です。
　また、本市の特別支援教育は、障がいがあるなど特別な支援を必要とする児童・生徒に限ら
ず、全児童・生徒を対象とし、一人一人が必要な指導や支援を受けられる教育を推進します。
　そのために、関係機関との連携をより一層深め、各学校の状況に即した特別支援体制を構築
します。
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・特別支援教育推進計画の策定【２６年度取組内容】

取組状況

指導室主管課特別支援教育の推進体制の強化特別支援教育の推進体制の強化特別支援教育の推進体制の強化特別支援教育の推進体制の強化24242424

　関係機関と連携や特別支援教育検討委員会の開催をとおして、特別支援教育推進計画（案）を作
成し、３月定例会において正式に策定した。

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更内容

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

　推進計画に基づいた取組を実施していく。課　　題

Ｈ２６
評価

・各学校の状況に即した専門医や臨床心理士の派遣

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

Ｈ２７

【２６年度取組内容】

25252525

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

　学校の状況に応じた専門医等の派遣を継続して実施していく。

　特別支援学級（通級・固定）への専門医の派遣は、年１回、全ての特別支援学級を対象に実施し
た。また、教育相談所の臨床心理士による学校への巡回指導は、全１６校を対象に延べ111回実施
した。

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８

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

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

変更内容

　今後も特別支援教育コーディネーター連絡会を中心に、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、有効活用できるように指導･助言していく。

　就学相談委員会を年７回開催し、延べ６３名の就学（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９１件、小学校からの進学支援シートは１９件で、
これは、昨年度と比較して、それぞれ９件、７件増となっている。
　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ている。

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

指導室主管課特別支援学級介助員の配置特別支援学級介助員の配置特別支援学級介助員の配置特別支援学級介助員の配置

変更内容

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

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

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

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７

変更内容

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

課　　題

方 向 性

取組状況

【２６年度取組内容】

Ｈ２６

26262626

取組状況

27272727

取組状況

【２６年度取組内容】

課　　題

方 向 性

課　　題

方 向 性

評価

・特別支援学級（固定）の状況に即した介助員の配置

○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価
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指導室主管課特別支援学校との副籍交流の実施特別支援学校との副籍交流の実施特別支援学校との副籍交流の実施特別支援学校との副籍交流の実施

評価
ＢＢＢＢ

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

ＢＢＢＢ

・東京都の副籍交流ガイドラインに基づいた実施体制の整備

Ｈ２８

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６

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

評価

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

【２６年度取組内容】

Ｈ２７Ｈ２６

課　　題

　特別支援教育コーディネーター連絡会を年４回開催し、外部講師による講話や情報交換を行う中
で、コーディネーターの責任と役割や、組織的、計画的な特別支援教育の充実について相互理解を
深めさせることができた。
　特別支援教育研修会を都立あきる野学園と共催で全７回実施し、保育所及び幼稚園の職員も含
め、延べ640名の参加者があった。参加者のニーズに応じた研修会を実施することができた。
　全校設置した校内委員会の活用について指導し、校内における情報交換の活性化や、教員が連
携した個別支援など、特別支援体制のさらなる充実を図った。
　個別指導計画や個別の教育支援計画の作成、活用を通して、保護者と共通理解を深め、個に応
じた指導を行うことができた。
　東中学校区による市研究推進校の取組の一環として、ユニバーサルデザインの考えに基づく、教
室環境づくりを進めた。その成果を全教員対象に発表した。また、各学校においては、管理職の指
導の下、特別支援教育コーディネーターが中心となって、ユニバーサルデザインの考えに基づく教
室環境整備が進んでいる。

取組状況

指導室主管課小中学校の特別支援教育体制の充実小中学校の特別支援教育体制の充実小中学校の特別支援教育体制の充実小中学校の特別支援教育体制の充実29292929

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

30303030

変更内容

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

Ｈ２６
評価

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

【２６年度取組内容】

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

ＢＢＢＢ

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

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

　年間８回の特別支援学級担当者連絡協議会を実施し、各学校の状況についての情報交換を行っ
た。
　また、指導主事による全校訪問を実施し、特別支援学級の教育課程の見直し、年間指導計画の
作成、行事の精選など指導の充実を図った。

取組状況

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

Ｈ２８Ｈ２７

変更内容

Ⅱ
方 向 性

28282828

課　　題 　副籍交流の件数は多い。今後一層、直接交流の件数を増やしていく。

　都立特別支援学校に入学する児童･生徒を対象に、居住地域の公立小･中学校との副籍交流を実
施している。
　今年度は、昨年度より２名減の６１名の児童･生徒が、授業等で直接交流したり、学校便り等の交
換を行ったりした。

【２６年度取組内容】

取組状況

　就学相談委員会の結果伝達の際に、直接交流のよさを保護者に伝え、理解を得られるようにする。変更内容

Ⅰ：事業の計画を変更（前倒し又は拡充）して実施　Ⅱ：事業を計画どおり実施　　Ⅲ：事業の計画を見直（改善又は縮小）して実施　Ⅳ：事業を廃止
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指導室主管課特別支援教育指導補助員の配置特別支援教育指導補助員の配置特別支援教育指導補助員の配置特別支援教育指導補助員の配置31313131

　各学校の状況に即して、教員補助員（指導補助員）の時数を配当し、個別指導計画を作成した児
童・生徒に対する個別指導を行った。教員補助員に係る予算のうち、特別支援教育指導補助員の
予算を１５１０時間分増額し、実績として７９５４時間、配置した。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。

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更内容

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

【２６年度取組内容】
・個別指導計画の作成と活用を踏まえた指導の充実
・実態に即した計画的な配置指導主事等の学校訪問による教育課程の改善

取組状況

　個別指導計画に基づく指導員の配置を推進する。課　　題
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○

○

○

Ｈ２８

評価結果 CCCC

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

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

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

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

　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。
　学校公開の実施については、学校によって公開週間を設ける等工夫した取組を実施した。しかし、
ホームページの更新については、大きな課題となっている。今後も校長会･副校長会等で指導していくと
ともに、教育総務課と連携し、適切な支援を行っていく。
　学校評価に関しては、具体的な目標値や中学校区で統一した評価項目を立てたり、調査結果の分析
等を分掌で行う等、組織的な対応が図られたりしている。今後も、各学校の取組状況を把握し、良い取
組については、積極的に情報提供するなど、学校評価を通して学校運営の改善を図っていく。

評価評価評価評価

 基本施策 ８ 基本施策 ８ 基本施策 ８ 基本施策 ８ 　特色ある学校づくりと学校運営の改善　特色ある学校づくりと学校運営の改善　特色ある学校づくりと学校運営の改善　特色ある学校づくりと学校運営の改善

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

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

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

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

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

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

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更内容

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

　今後も、地域人材等の地域資源を生かした教育活動の充実を図る。課　　題

・学校公開の充実
・ホームページの有効活用の推進

【２６年度取組内容】

取組状況

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

　各学校の実態に即して、年間１回から３回程度の学校公開を実施した。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。
　学校いじめ防止基本方針については、全校が９月中にホームページに掲載できた。

ＣＣＣＣ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更内容

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

　各校のホームページの充実と、内容の定期的な更新を確実に実施する。課　　題

・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【２６年度取組内容】

取組状況

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

　学校評価の評価項目を第二次基本計画の重点目標に対応させ、学校評価を実施させた。その結
果、評価項目が精選され、重点的な取組及び評価が実施できた。また、夏季休業日中に、統括指導
主事が学校評価に関する全校訪問を実施し、各学校の実態に即して助言した。

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６
評価

変更内容

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

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

課　　題

取組状況

指導室

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

【２６年度取組内容】
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○

BBBB評価結果

評価評価評価評価

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

 基本施策 ９ 基本施策 ９ 基本施策 ９ 基本施策 ９ 　教員の資質・能力の向上　教員の資質・能力の向上　教員の資質・能力の向上　教員の資質・能力の向上

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

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

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

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

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

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

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

　各種研修会や研究奨励事業等は、計画どおりに実施した。また、市OJT推進校の報告や副校長研修
会の実施、全校への学校訪問等により、校内OJTの推進体制を整備･強化することができた。
　また、平成２６年度東京教師道場の部員は８名、都研究員２名を輩出し、目標を達成できた。
　平成２７年度は、都指定事業を増やし、研究を充実させるとともに、教員個々の資質向上を図る研修
会を計画的に実施していく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

指導室主管課教職員の研修等の実施教職員の研修等の実施教職員の研修等の実施教職員の研修等の実施35353535

　今後も引き続き、各種研修の目的に応じた内容となるよう工夫していく。

評価

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

【２６年度取組内容】

取組状況

課　　題

　東京都若手教員育成研修実施要綱に基づく、年間計画に沿って、計画的に実施できた。また、
様々な教育課題の解決に向けて、教務主任会、生活指導主任会、人権教育推進委員会等において
研修を実施した。さらに、近隣市町村と連携し、教育課題研修会を年２回実施した。
　増戸小学校を市ＯＪＴ推進モデル指定校に指定し、その成果を校長会及び副校長会にて報告させ
た。また、夏季休業中に統括指導主事が全校を訪問し、各校のＯＪＴの取組について確認するととも
に、他校の取組例を助言し、各校の取組を向上させるよう努めた。さらに、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。

ＢＢＢＢ

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

Ｈ２８Ｈ２７Ｈ２６

変更内容

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

取組状況

【２６年度取組内容】
・市の研究推進校等の指定
・国や東京都の研究奨励校の指定

　市研究推進校として、東中学校区（東中、東秋留小、屋城小、前田小）、御堂中学校区（御堂中、
草花小）がそれぞれ小中一貫教育に向けた取組を行い、研究発表や研究報告書でその成果を報告
した。
　また、東中学校区による「学力向上パートナーシップ事業」や一の谷小・五日市中による「理数フロ
ンティア校事業」、草花小・御堂中による「言語能力向上拠点校事業」、南秋留小・御堂中による「オ
リンピック教育推進校事業」など都の研究事業を計画的に進め、それぞれの教員の資質向上に繋
がった。

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

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

ＢＢＢＢ

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

評価
Ｈ２８

37373737 教職員研修センターの活用教職員研修センターの活用教職員研修センターの活用教職員研修センターの活用

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

主管課 指導室

Ｈ２７

　市教職員研修センター指導員を１名増員し、４名で、若手教員を中心に授業観察を実施し、学習
指導及び学級経営について指導を行った（初任者、２年次、３年次は年間３回、４年次は年間１回）。
また、小１問題に対応するため、1年生の全学級の授業観察を実施し、学級の状況に即して指導を
行った。
　指導室及び教職員研修センターで授業力チェックリストの内容と活用方法について改善を図り、授
業観察により教員の指導力向上を推進する体制を強化した。

課　　題 　教職員研修センターを活用して、教員の指導力をさらに向上を図る。

取組状況

【２６年度取組内容】 ・指導員による年間３回の授業観察の実施

Ｈ２６

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

変更内容

評価
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○

○

○

○

評価結果 ＢＢＢＢ

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

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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

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

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

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

　全教員にパソコンを配置することができた。また、ＩＣＴ整備に向けた情報収集を行った。
　今後は、各教室で電子黒板やタブレット端末等を使用できる環境整備に向けた調査・研究を行うととも
に、実態に即したＩＣＴ整備に向け検討をしていく。

 基本施策 １０ 基本施策 １０ 基本施策 １０ 基本施策 １０ 　学校施設・設備の整備　学校施設・設備の整備　学校施設・設備の整備　学校施設・設備の整備

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

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価評価評価評価

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

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

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

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

【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

評価結果 BBBB
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【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】【学校給食課】

  アドバイザリー業者選定の準備は、PFI事業に精通した団体を招いて庁内の関係課へも呼びかけ勉強
会を開催するなど順調に推移している。また、用地取得に向けた対応においても都市整備部と連携を
図るなど予算対応しており同様に推移している。
　今後は、用地買収を進めるとともに、区画整理事業の進捗状況に合わせてアドバイザリー業者選定の
準備を進めることになる。

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

　小中学校体育館及び武道場の非構造部材の耐震化や老朽化している学校施設の改修・改善につい
ては、学校からの要望も踏まえ、平成２６年度は、計画した点検、設計、工事を実施し、児童・生徒の安
全と良好な教育環境への改善が図れた。
　平成２７年度以降、国庫補助などの削減が懸念される中、財源の確保も視野に入れ、今後も年次計
画に基づき、順次改修・改善を進めていく。
　また、今後老朽化が進む学校施設の大規模な改修については、財政状況を勘案する必要があるの
で、市の公共施設等総合管理計画の策定状況を踏まえ、個別の施設整備計画の策定に取り組み、計
画的な整備を行っていく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

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

【２６年度取組内容】
・学校施設の計画的整備の資料収集
・市施設全体の整備計画の進捗状況を踏まえた整備の推進

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

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

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

【２６年度取組内容】 ・老朽化している学校施設の改修・改善

40404040

方 向 性

課　　題

取組状況

変更内容

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

　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、非構造部材の耐震化を進行させ
ているので、整備計画等の策定の基礎資料については一部の資料収集に留まった。
　新築または大規模な改修から20年を経過した学校施設が平成２６年４月１日現在で、小学校５校、
中学校６校あり、年数が経つにつれて対象校が増えていく。市内には学校が１６校あるので、毎年
何れかの学校の改修が必要となるので施設整備計画等を策定し計画的な整備が必要である。

　整備計画については、大規模な整備をする場合、財政状況を勘案する必要があるので、市の全体
計画の進捗状況を踏まえて策定する必要がある。
　国の補助制度も活用できるが、近年補助不採択になる案件が出ている。

Ｈ２７ Ｈ２８

Ｈ２７  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

【２６年度取組内容】 ・優先度の高い非構造部材の耐震化の点検と設計

評価
Ｈ２６

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

取組状況

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

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

変更内容

Ｈ２６

39393939

取組状況

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

　トイレ洋式化工事(小学校４校３９箇所、中学校５校６３箇所)、東秋留･五日市小学校屋内消火栓
地中配管取替工事、多西小学校少人数学教室級間仕切設置工事、屋城小学校防火扉改修工事、
五日市小学校・西・増戸中学校プール本体塗装工事、五日市小学校給食配膳室屋根改修工事、五
日市小学校高圧気中開閉器取替工事、五日市小学校プールろ過器移設工事、西・増戸中学校校
庭散水栓設置工事、秋多中学校給食リフト改修工事、西・増戸中学校校庭散水栓設置工事、増戸
中学校校庭補修工事を計画的に実施した。
　トイレの洋式化や屋内消火栓地中配管取替工事など良好な教育環境の整備や、老朽化している
施設の改修整備により、児童・生徒の安全と良好な教育環境の確保への対応ができた。

Ｈ２８

　大規模空間のある、小･中学校体育館(１６校)及び中学校武道場（４校）の非構造部材の耐震点検
を実施した。
　また、耐震点検の結果に基づき、次年度の耐震化工事に向けた実施設計を計画どおり行った。

38383838

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

変更内容
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取組状況

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

【２６年度取組内容】 ・ＰＦＩ事業導入のためのアドバイザリー業者選定準備

Ｈ２６

   教員１人１台にパソコンを配置することができた。また、ＩＣＴ整備に向け、情報収集に努めた。

課　　題
   各教室で電子黒板やタブレット等を使用できる環境整備に向けた調査・研究を行い、実態に即し
た整備を進めていく必要がある。

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

Ｈ２７ Ｈ２８

BBBB

42424242 新学校給食センターの整備の推進新学校給食センターの整備の推進新学校給食センターの整備の推進新学校給食センターの整備の推進

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

　新給食センターの整備手法であるＰＦＩ事業導入のための準備として、ＰＦＩ事業に精通したＮＰＯ法
人日本ＰＦＩ協会の理事長を講師に招き、ＰＦＩ導入の手順や事業例の説明など、勉強会を都合４回
開催してアドバイザリー業者選定の準備をした。また、平成２７年度での整備事業用地取得に向け
て都市整備部と協議を行い予算対応の準備を行った。
　既存の給食センターの耐震診断結果を踏まえて、平成２５年度に行った改修工事の設計に基づい
て、改修工事を行った。

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

変更内容

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

主管課 学校給食課

評価

・教員１人１台のパソコン配備に向けた体制整備
・各学校の実態に即したＩＣＴの整備

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

【２６年度取組内容】
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○

○

○

○

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 BBBB

BBBB

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

評価基準 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

　日本語指導に関しては、平成２５年度の実績を踏まえて予算を確保した。実際の利用者が見込みより
少なかったが、平成２７年度に関しても、いつ外国人児童･生徒が転入してきても対応できるように、十
分な予算を確保するとともに、効果的な日本語指導について研究していく。

【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】【教育総務課】

　就学援助事務事業、遠距離通学に対する支援事務事業、区域外就学等の許可事務事業とも適切に
実施し、教育の機会均等などの確保を図ることができた。
　特に就学援助については、生活保護基準の見直し（引き下げ）に伴う就学援助費への影響について
は、国の方針に沿って適切な対応を図るため、要綱の改正を行った。
　今後も引き続き、現状に即したそれぞれの事務事業を実施し、教育の機会均等などの確保に努めて
いく。

評価評価評価評価

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

評価基準

評価結果

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

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

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

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２８

 基本施策 １１ 基本施策 １１ 基本施策 １１ 基本施策 １１ 　教育の機会均等などの確保　教育の機会均等などの確保　教育の機会均等などの確保　教育の機会均等などの確保

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

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

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

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

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

日本語指導講師用の予算を見直すとともに、効果的な日本語指導について研究する。

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

Ｈ２７ Ｈ２８

   就学援助費制度の周知を徹底し、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学
用品費等の支給を行った。
   生活保護基準の見直しに伴う就学援助費制度への影響について、国の方針に沿って適切な対応
を行った。また、就学援助費制度を、実態に見合った制度とするために、支給要綱の見直しを行っ
た。
   育英資金制度については、条例等に基づき、平成２６年度は新たに１名に貸付を行った。

43434343 外国人児童・生徒への支援の実施外国人児童・生徒への支援の実施外国人児童・生徒への支援の実施外国人児童・生徒への支援の実施

評価
Ｈ２６

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

主管課 指導室

ＢＢＢＢ

　各学校の要請に合わせて講師及び通訳を配置し、外国人児童・生徒４名に対して、日本語指導を
実施した。日本語指導によって、学校生活の不自由さや困難さを改善することができた。
　ＮＰＯ法人との連携については、その利用価値を学校に伝え、学校から関係保護者に情報提供さ
せた。

取組状況

【２６年度取組内容】
・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

課　　題 　日本語教室に関わる国の事業が終了したため、取組内容を検討する。

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

主管課 教育総務課

取組状況

【２６年度取組内容】 ・就学援助及び育英資金制度の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

AAAA

Ｈ２８

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

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

変更内容

課　　題
   就学援助については、その他特別な事情による認定がある場合には、学校長、福祉事務所長及
び民生委員との連携を強化する必要がある。

45454545 遠距離通学に対する支援遠距離通学に対する支援遠距離通学に対する支援遠距離通学に対する支援 主管課 教育総務課

【２６年度取組内容】 ・通学定期購入費補助及びスクールバスの運行

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

取組状況
   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
金交付制度により、通学定期の購入費を補助した。
   旧小宮小学校区域の児童の通学を支援するために、スクールバスの運行を業務委託することに
より実施した。

Ｈ２７

課　　題
   旧小宮小学校区域の児童数が減少傾向にあるため、スクールバスの運行について検討する必要
がある。

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

変更内容
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46464646 実態に配慮した就学の確保実態に配慮した就学の確保実態に配慮した就学の確保実態に配慮した就学の確保 主管課 教育総務課

・区域外就学等の許可

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

BBBB
取組状況

【２６年度取組内容】

課　　題
   部活動による指定学校変更が可能であるが、退部してしまうケースや災害時の安全確保上の問
題もあることから、見直しを行う必要性について検討する必要がある。

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

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

   地域と児童・生徒及び保護者との関係の希薄化の問題や、災害時の安全確保上の問題を考慮し
つつ、区域外就学審査基準及び指定学校変更制度に基づき、保護者の意向を考慮した上での就学
の確保を行った。

方 向 性
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○
○

○

○
○

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

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

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

　学校安全対策については、児童の登下校の見守りをしていただく学校安全ボランテイアの支援、通学
路等への交通安全推進員やスクールガードリーダーの配置、そして、児童・生徒、保護者を対象とした
セーフティー教室、学校安全に携わる学校安全ボランティア等を対象とした安全講習会等の開催、さら
に、児童の通学時の安全確保を推進するため、小学校の通学路に５台の防犯カメラを設置するなど安
全対策の強化に努めた。
　また、災害に備え、小中学校による大規模地震対応訓練を実施するとともに、災害時用の飲料水、食
料、毛布を計画どおり備蓄することができた。
　引き続き、家庭、学校、地域等が連携し、これらの事業に取り組むとともに、　講習会等を通して更なる
児童・生徒の安全に対する理解と意識向上を図り、学校安全安心対策の強化に努めていく。

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

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

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

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

基本施策 １２基本施策 １２基本施策 １２基本施策 １２ 　学校安全安心対策の強化　学校安全安心対策の強化　学校安全安心対策の強化　学校安全安心対策の強化

評価結果 ＢＢＢＢ

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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

評価

主管課

Ｈ２７

AAAA

取組状況

【２６年度取組内容】

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

   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。
   警察、関係各課と合同で通学路の安全点検を実施することにより、交通事情の変化や危険な場
所を把握し、各機関において改善等を行い、通学時の安全確保に繋げた。

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

   スクールガードリーダーによる巡回指導及び通学路における危険な場所へ交通安全推進員を配
置することにより、児童・生徒の通学時の安全確保に努めた。
   学校安全推進会議及び学校安全講習会を開催し、学校安全に携わる学校安全ボランティア等の
基本的な知識・技能の修得を図るとともに、その取組について理解を深めた。
   児童・生徒の通学時の安全確保を推進するために、東京都の補助金を活用し、通学路へ５台の
防犯カメラを設置した。
   全１６校で警察や情報通信業者等を講師に招へいし、児童・生徒及び保護者・地域を対象に、
セーフティ教室を開催した。犯罪被害防止や非行防止の視点で、連れ去り防止や不審者対応、薬物
乱用防止教室、サイバー犯罪防止など児童・生徒の発達段階に応じて、安全指導を実施した。
   また、各学校では、年間指導計画に基づき、安全教育プログラムを活用し、交通安全、生活安
全、災害安全の視点で指導し、児童・生徒の安全に対する理解と意識向上を図った。

Ｈ２６

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

Ｈ２８

BBBB

課　　題
   学校、スクールガードリーダー及び学校安全ボランティア等の連携をより一層強化し、地域におけ
る見守り活動を充実させる必要がある。

教育総務課・指導室

【２６年度取組内容】 ・通学路の安全点検

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

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

変更内容    小学校の通学路に平成２７年度から平成２９年度まで、年間１５台、合計４５台の防犯カメラを設置する。

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

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

取組状況

課　　題
   警察や道路管理者等の対応に頼る部分が大きいため、連携を密にして早期の対応が可能となる
体制を構築する必要がある。

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

BBBB

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

取組状況

【２６年度取組内容】
・総合的な災害対応訓練の実施
・計画に基づいた食料等の各学校への備蓄

評価
Ｈ２６

   学校防災マニュアル（地震災害編）に基づき、小中学校と教育委員会の連携により、大規模地震
対応訓練を実施するとともに、災害時に児童・生徒、教職員が学校で過ごせるよう飲料水、食料及
び毛布を計画的に備蓄した。

課　　題
   大規模地震対応訓練は、東京都帰宅困難者対策条例に基づき、引き取り訓練を実施したが、中
学生については、午後５時で終了し帰宅させたが、災害を想定した場合は、保護者等に引き渡すま
で訓練を継続する等の検討が必要である。

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

変更内容
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○

○

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

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

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

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

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

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

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

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

施策評価施策評価施策評価施策評価

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

評価年度

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

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

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

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

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

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

 基本施策 １３ 基本施策 １３ 基本施策 １３ 基本施策 １３ 　学校支援体制の強化　学校支援体制の強化　学校支援体制の強化　学校支援体制の強化

取組状況

【２６年度取組内容】 ・学校支援地域本部の設置及び運営支援

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

変更内容

　一の谷小学校、屋城小学校、増戸小学校の３校に学校支援地域本部を設置し、学習支援や登下
校時の安全指導など学校教育を支援する取組を行った。また、地域教育協議会を開催し、学校と地
域の連携、人材の発掘や育成などについて協議し、各種課題の検討等を行った。
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○

○

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

Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

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

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

　教育広報あきる野「一房のぶどう」を年３回発行し、新聞折込等による配布やホームページへ掲載し、
教育に関する情報提供を行った。
　また、読者へ教育広報に対する意見・要望を呼びかける記事を掲載し、文字が小さく読みにくいとの指
摘があり、一部ではあるが改善の把握ができた。
　引き続き、広報誌の規格、記事内容、レイアウト等の検証を行うとともに、ＳＮＳ等新たな情報発信方
法の利用の可能性を調査研究し、新たな発信方法を検討していく。

評価評価評価評価

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

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

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

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

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

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

 基本施策 １４ 基本施策 １４ 基本施策 １４ 基本施策 １４ 　教育情報の提供　教育情報の提供　教育情報の提供　教育情報の提供

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

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

教育総務課主管課

【２６年度取組内容】
・情報発信方法の検証
・記事内容・規格・レイアウトの検証と試行

　広報教育あきる野「一房のぶどう」を３回（６月１日号、１０月９日号、３月１５日号）発行した。
　発行部数は各号26,500部で、市内全世帯を対象に新聞折込で無料配布するとともに、希望者へ
の郵送、市の施設への配置及び市内小中学校への配布を行った。また、市のホームページへ掲載
し、教育全般に関する情報を広く市民に提供すると共に、記事内容・規格・レイアウトの改善点の把
握を目的に読者へ教育広報に対する意見・要望の提供を呼び掛ける記事を掲載した。

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかった

取組状況

課　　題

CCCC

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

　読者からの教育広報に対する意見・要望の提供により、文字が小さいく読みにくい等の改善点の
把握ができた。これらを今後の紙面づくりに活かし教育広報を更に充実する。また、教育広報による
教育情報提供の更なる充実を目指し、より多くの人に教育広報を届けるための新たな発信方法を
検討したが、発信方法の確立にはいたらなかった。引き続きSNSやスマートフォンアプリといった新
たな情報発信方法の利用の可能性を調査研究し、新たな発信方法を確立を目指す。
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○
○
○
○

○
○

○

○

○

○
○

○
○

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 BBBB

評価結果 BBBB

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

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

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

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価評価評価評価

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

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

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

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

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

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

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

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

○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価○中期ビジョン点検及び評価
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【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

　自主的に学び、主体的に活動できる市民の学習を、図書資料・情報で支援するため、図書館の広域
連携や協力貸出・相互貸借等の制度を活用するとともに、電子化された資料を含め、市民の利用可能
な資料・情報の拡大に努め、市民の求めに応じて資料の提供を行った。
　特に、地域・行政資料の積極的な収集と、迅速に提供できる体制の整備、さらにインターネットを活用
し、市民との協働のまちづくりにおける地域の課題解決や循環型生涯学習の実現に向けた情報の発
信・提供を行った。
　図書資料のＩＣタグ化と、ＩＣタグを活用した自動貸出機を設置し、資料の適正管理と利便性の向上、効
率的な提供を推進した。また、既存の資料等を、通常の方法では読むことが困難な方にも情報が提供
できるよう、ボランティアの協力を得ながら資料のＤＡＩＳＹ(※普通の印刷物を読むことが困難な人のための情報システ

ム。CD－ROMによって提供されている。)化を進めるなど、ハンディキャップサービスの充実にも努めた。
　図書館の広域連携は一定の成果を上げているが、更なる連携先の拡充は難しくなっている。このた
め、今後は連携自治体・大学等の周知に努め、利用率の向上を図る取組を推進する。
　また、寄贈資料の活用や相互貸借の作業効率の向上など、求める資料の多様化や利用の増加に伴
い、柔軟な対応ができるよう、取組を進める。
　ハンディキャップサービスでは、ボランティアの協力が不可欠であるが、高齢化やＤＡＩＳＹ化の技術・能
力を持つスタッフが少ないという課題がある。このため、継続して講習会を開催し、ボランティアスタッフ
の支援を進める。
　検討課題であった電子書籍については、コンテンツの制限や偏りがあり、導入は時期尚早と判断し
た。システムの環境が整い、取組が可能となったことから、国立国会図書館の電子資料サービスを導入
し、情報提供の拡充を図る。

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

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】
　生涯学習推進市民会議を開催し、生涯学習推進計画学びプランの改訂に向けた市民アンケート調査で得た
データの検証と併せ、組織改正に伴う内容の見直しなどの取組を進めた。
　生涯学習コーディネーターを育成するため養成講座（全８回）を開催するとともに、市民向け講座の企画・運営
等、コーディネーターとしての活躍の場を設けた。また、支援者バンクへの「団体登録」枠を増やし、新規登録を
得て登録者の充実を図るとともに、教育委員会が主催する「市民ふれあい塾」等の生涯学習講座で講師を務め
ていただき、その活用を図った。一方、需要のある分野に偏りがあり、特定の登録者に依頼が集中することが課
題となっていることから、PRを強化し、より多くの団体に活用してもらえるよう取組を進める。
　生涯学習活動を実施する団体への支援策としては、市社会教育関係団体に登録した団体で組織する連絡協
議会的団体に対して、予算の範囲内でその活動費の一部を補助するとともに、社会教育関係団体への登録希
望について、随時、社会教育委員の会議で検討して追加を行い、サークルガイドの配布及びホームページでの
公開により、市民への情報提供を図った。

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

　学習機会提供の拡充を図る目的から、ＮＨＫ学園との連携を図り、各種生涯学習事業を実施している
ところであるが、受講者数の伸び悩みが課題であるため、今後、幅広い年齢層の受講者の獲得に向け
充実を図っていく。
　寿大学では、講座内容を工夫し、文学、歴史、科学、芸術、健康生活、一般教養などの講座や行事講
座を通して、高齢者の知識の向上、社会参加、相互交流を推進しているところであるが、秋川校、五日
市校ともに、毎回７～８割近くの参加者があるなど、事業の充実が図れている。今後の課題としては、寿
大学の登録者数が定員数を上回ってきていることから、今後、登録者の受け入れ体制、会場及び事業
の実施方法等について検討する。
　また、生涯学習活動に意欲的な市民との協働により、市民が企画する講座を実施している。今後も多
様な学習活動をが行えるよう、学習グループ等と協働し、講座の充実を図っていく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

　西多摩地域広域行政圏８市町村図書館連携事業では、図書館バッグを作成・配布し、利用のＰＲ
を実施した。
　構成市町村間の利用実績調査と情報交換・研修を実施し、連携事業の課題解決に取組んだ。
　八王子市・昭島市連携事業では、ホームページなどによりＰＲするとともに、毎月利用実績の調査
を行い、相互の情報交換を実施した。
　八王子市大学図書館連携に関しては、ホームページなどでＰＲを実施した。

課　　題 　広域連携を進める上で、新たな連携先を確保することが難しくなっている。

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

変更内容

取組状況

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＣＣＣＣ

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

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

課　　題
　事業の企画や実施を更に円滑に進めるためには、関係団体と連携・調整に十分な時間を費やす
必要がある。また、参加人数が定員に満たない講座もあるので、より魅力のある内容にするため、
関係団体と十分な協議と調整を重ねる必要がある。

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

変更内容

取組状況

生涯学習スポーツ課

【２６年度取組内容】 ・各種団体等との連携・協力の充実

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＣＣＣＣ

取組状況

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

　ＮＨＫ学園との基本協定に基づき、生涯学習講座ＮＨＫ学園オープンスクール業務を委託し実施し
た。
　平成２６年度実績：５８３講座（２，８５４回）、受講者数４，７０５人（延べ受講者数２４，２４０人）であ
る。

課　　題
　近年、受講者数が伸び悩んでいる。著名な講師や良質な内容の講座を企画し、幅広い受講者層
獲得へ向け充実を図る。

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

主管課
生涯学習スポーツ課
スポーツ・公民館担当

【２６年度取組内容】
・ＮＨＫ学園と連携した生涯学習事業の推進
・高校や大学との連携をした事業の積極的推進

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

53535353 学習教育機関等との連携・協力による事業の推進学習教育機関等との連携・協力による事業の推進学習教育機関等との連携・協力による事業の推進学習教育機関等との連携・協力による事業の推進

・生涯学習推進計画の改訂

　生涯学習推進市民会議を開催し、生涯学習に関する市民アンケート調査で得たデータについての
検証などを行い、生涯学習推進計画学びプランⅢの改訂に向けた検討を行った。

ＣＣＣＣ

主管課 生涯学習スポーツ課

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかった

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

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

取組状況

【２６年度取組内容】

課　　題 市の後期基本計画及び教育基本計画との整合性を図りながら検討を進める必要がある。

方 向 性
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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　図書館作製資料のDAISY化にあたり、DAISY編集をする能力のある人材が不足している。

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

課　　題

　市民大学２講座（「今年最大の天体ショー～１０月８日の皆既月食を観察しよう～」参加者３０人、
「男性の料理教室～アサリの炊き込みご飯・深川めし～」参加者２０人）を実施した。
　ＩＴボランティアによる「初心者パソコンＱ＆Ａ」を５月から１２月まで１３回実施し、参加者は６３人で
あった。
　ＮＨＫと共催の関連文化講演会を５回（「栄西と建仁寺」参加者１１７人、「ボストン美術館　華麗な
るジャポニスム展」参加者１１１人、「フェルディナント・ホドラー展」７１人、「日本国宝展」１２８人、み
ちのくの仏像」１１５人）を実施した。

課　　題
　ＮＨＫと共催の関連文化講演会は、募集をしてもすぐに募集人員に達するため、多くの人が参加で
きるよう検討する必要がある。

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

変更内容

取組状況

【２６年度取組内容】
・多くの市民が生涯学習に親しめるように各種講座等の実施
・各種講座等の内容の充実

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

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

　寿大学秋川校は登録者７３６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
8,918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1,536人であった。文学・歴史・科学・芸術・健康生活・一般教養などの講
義や行事講座を通じて、高齢者の知識向上、社会参加、相互交流が図られた。

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

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・寿大学秋川校、五日市校の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

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

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

取組状況

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった　 E：できなかったBBBB

 　障害などにより通常の活字で読むことが困難な利用者に対し、録音図書・点字図書の貸出や録
音資料の作成、対面朗読等を実施し、利用者の状況に応じた生涯学習支援を実施した。
　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「サピエ」に加盟したことにより、
点字資料やDAISY資料などの提供・配信が受けられるようになり、リクエストにも迅速に対応できる
ようになった。
  また、カセットテープで提供してきた毎日新聞の書評を、26年度よりDAISYに切替えたことにより、
利用者が増えた。
　DAISY資料製作用ソフトを最新版に更新した。
　点字サークルが図書館の点字プリンターを活用して活動できる環境が整ったことから、点字資料
の作成要望に、より早く対応ができるようになった。
　さらに、図書館ホームページの更新に伴って閲覧支援機能を追加し、文字の拡大や色の変更など
ウェブ・アクセシビリティの向上を図った。
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　利用者の学習要求に応え、調査、研究、レクリエーション等に必要な資料の提供を行った。
　なお、市内に所蔵のない資料については、都内市区町村の図書館との協力事業により借用し
4,558冊提供を行った。また、都内市区町村の図書館に所蔵のない資料は国会図書館、大学図書
館、及び他県の図書館の所蔵を調査し、借用して84冊提供した。
　そのほか、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1,976冊行った。
 　国立国会図書館のデジタル資料送信サービスは、コンピュータ機器の環境がリプレースに伴って
可能となったことから、２７年度に申請に向け取り組むこととした。

課　　題
 協力貸出・相互貸借では、資料の保存を重視する観点から資料の状態確認を丁寧に行うことが求
められ、作業が増大している。

方 向 性

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

変更内容
国会図書館のデジタル資料送信サービスについては、機器等の環境が整ったことから、平
成27年度に申請、実施に向け取り組む。

取組状況

Ⅰ

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

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

　　資料の適正管理のためのＩＣタグ化は、中央図書館、東部図書館エルの開架資料について完
了。五日市図書館も平成25年から３ヵ年の計画で貼付を開始し、開架資料の約70％終了した。
　図書館コンピュータシステムのリプレース時に中央図書館にＩＣタグを活用した自動貸出機を設置
した。
　選書会議や資料管理部会における全体での蔵書調整・整備により、豊かな生涯学習社会の基盤
整備を進め、市民要望に基づく資料の整備を行うことにより、市民自らの学習を支援している。
　図書館４館の蔵書構成、リクエスト等による市民の要望等を考慮した選書を実施（リクエストにつ
いては、平成２５年度の1,136冊より57冊多い1,193冊をリクエスト購入）。
　週１回の見計らい選書における選書調整と、資料管理部会を月１回開催して４館全体の資料管理
について検討した。

課　　題
　予約の多い流行の本を多く購入すると、蔵書構成の偏りが生じるとともに、図書資料費の効率的
な執行にも支障を来たす。このため、予約の集中する資料を中心に、寄贈資料を活用した資料整備
を進める。

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

変更内容

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったＣＣＣＣ

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

変更内容

主管課 図書館60606060

主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】
・生涯学習推進本部、生涯学習推進市民会議の開催・運営
・生涯学習コーディネーターの会の運営支援

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

 D：一部できなかった 　E：できなかった

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

課　　題

ＣＣＣＣ

　生涯学習推進市民会議を開催し、生涯学習に関する市民アンケート調査で得られたデータについ
て検証するなど、生涯学習推進計画学びプランⅢの改訂に向けた検討を行った。
　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シン
ポジウム、市民向け講座を実施し、コーディネーターが活躍する場を設けた。

　体制の整備に関しては、適宜、市民ニーズの把握に努め、主体となるべき市民との協働に留意す
る必要がある。

図書館資料の整備図書館資料の整備図書館資料の整備図書館資料の整備

方 向 性
Ⅱ

取組状況

【２６年度取組内容】

・資料のＩＣタグ化
・資料管理部会による蔵書構成の調整と選書
・リユース・寄贈資料の活用

評価
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・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サーバーの更新
・デジタルアーカイブコンテンツの追加公開

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

BBBB

　地域・行政資料については、1,041点収集した。
　新聞記事の収集・見出しのタイトルについては、3,730タイトル収集し、デジタル化を実施した。
　デジタルアーカイブサーバーについては、平成27年2月に実施した図書館システムリプレースに併
せて、サーバーを更新した。
　デジタルアーカイブコンテンツについては、実施計画事業の「秋川渓谷観光PRポスターデジタル化
事業」を実施し、147点のデジタルデータを追加公開した。

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

取組状況

【２６年度取組内容】

Ｈ２８

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については、立上げからこれまで順次コンテンツを追加して充実を図ってきた
が、長期的な方針が定まっていない。このため、運営方針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

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

図書館

Ｈ２７ Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

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

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

変更内容

取組状況

【２６年度取組内容】

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

評価
Ｈ２６

64646464 図書館の図書館の図書館の図書館の電電電電子情報提供の推進子情報提供の推進子情報提供の推進子情報提供の推進 主管課

　市民の生涯学習活動の支援と図書館資料利用の推進のため、レファレンス講座「レファの日・図
書館リサーチ隊」を開催。中央図書館総合カウンター横でデータベースや音声を試してもらい、来館
者にチラシを配布してＰＲした。
　現在契約中のデータベースの見直しを行った。
　子どもレファレンスシート「あきる野ふるさとはかせ」を、まつりに関するテーマで２種類作成し発行
した。
　図書館ホームページの「あきる野百科事典」に、２項目の追加原稿を作成するとともに新たに課題
となったパスファインダーの作成をすすめた。
※パスファインダー・・・・特定の主題に関する各種情報資源や探索方法を紹介・提供する初歩的な
ツールをまとめたシート

課　　題
  事業は計画的に実施しているが、レファレンスサービスやデータベースの利用実績はあまり伸びて
いない。

図書館

・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ＢＢＢＢ

　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、コンピュータ機器のリプレースに伴う臨
時休館により、件数は若干減少したが11,522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、電子書籍はスマートフォンやタブレット端末の普及に伴い大幅に市場が拡大し、実際に導入
している公立図書館もあるが、事業者による機器・コンテンツの制限、コンテンツの偏りから時期尚
早と判断し導入を見送っている。

課　　題   電子書籍に関しては、コンテンツの制限や偏りがあり、導入できる状況になっていない。

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
電子書籍については、「図書館資料提供事業の推進」（№61）の国会図書館の電子資料
サービス」を導入することで対応する。

取組状況

【２６年度取組内容】
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65656565 公民館施設・設備の整備・充実公民館施設・設備の整備・充実公民館施設・設備の整備・充実公民館施設・設備の整備・充実 主管課
生涯学習スポーツ課
スポーツ・公民館担当

・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ＢＢＢＢ

　平成２５年度から施設の管理業務について指定管理者制度を導入した。指定管理者と協議し雨漏
りの修繕等を実施した。

課　　題 　指定管理者と協議し、施設・設備の整備・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

【２６年度取組内容】

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

取組状況

CCCC

　図書館システムのリプレースに伴い、図書館資料のＩＣ化を進めてきた成果として、利用者が自分
で貸出手続きを行うことができる自動貸出機を中央図書館に1台新設した。
　プライバシーへの配慮ができることや混雑時の待ち時間解消になることなどが期待できるが、シス
テム調整の必要な部分があり、本格的な運用には課題が残っている。

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

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

変更内容

課　　題
　システムの設定や利用者の操作ミスなど、貸出手続きが適正にできない事例が認められ、利用実
績も伸びていない。このため、システムを調整して安定稼動させ、利用実績を増やす取組を行う。

67676767 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習ココココーーーーディネディネディネディネーターの育成ーターの育成ーターの育成ーターの育成 主管課 生涯学習スポーツ課

【２６年度取組内容】 ・中央図書館自動貸出機設置

評価
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

・養成講座の開催

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　生涯学習コーディネーター養成講座（全８回）を開催した。養成講座を通じて生涯学習コーディネー
ターを養成し、市民向け講座の企画・運営等、コーディネーターとしての活躍の場を設けることがで
きた。
　また、個々のコーディネーター同士や、コーディネーターの会と生涯学習に携わる他の団体との交
流の場を作ることができた。

課　　題 　養成講座受講生の人数が減少してきており、周知の仕方など改善の必要がある。

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

【２６年度取組内容】

68686868 生涯学習人材生涯学習人材生涯学習人材生涯学習人材ババババンンンンククククの充実の充実の充実の充実 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】
・登録者の募集
・登録者の活用方法の検討

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　教育委員会が主催する「市民ふれあい塾」等の生涯学習講座において、登録者に講師を務めてい
ただき、その活用を図った。
　また、今年度より支援者バンクへの「団体登録」枠を増やし、新規登録を得て登録者の充実を図っ
た。

課　　題
　需要のある分野に偏りがあり、特定の登録者に依頼が集中することが課題となっていることから、
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
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69696969 市民解市民解市民解市民解説説説説員員員員養養養養成事業の推進成事業の推進成事業の推進成事業の推進 主管課
生涯学習スポーツ課
スポーツ・公民館担当

取組状況

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　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、民俗芸能を４回、近世史を４回の講座を実施した。
　市民カレッジ人材養成講座の市民解説員専門講座で、博物館学習を２回、中世史を１回、自然史
を２回の講座を実施した。
　市民に学習の機会を提供し、市内の歴史・文化の素晴しさを知っていただくため、市民カレッジ公
開講座（「あきる野の縄文時代２０１５～ムラの景観と住まい方～」参加者５９人）を実施した。

課　　題
　市民カレッジ人材養成講座を受講し単位を取得した方が市民解説員の対象となるため、講座受講
希望者が募集定員を超えた場合にも受講できるよう検討する必要がある。

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

変更内容

70707070 図書館ボ図書館ボ図書館ボ図書館ボラララランテンテンテンティィィィアの育成アの育成アの育成アの育成 主管課 図書館

取組状況

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

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

課　　題
 ボランティアグループではスタッフの高齢化が進んでおり、新たなスタッフの確保が課題となってい
る。

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

変更内容
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71717171 生涯学習活動の支援生涯学習活動の支援生涯学習活動の支援生涯学習活動の支援 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】 ・社会教育関係団体等との事業協力体制の充実と活動支援

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

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

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

方 向 性
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

72727272 市民市民市民市民企企企企画講座の開催の支援画講座の開催の支援画講座の開催の支援画講座の開催の支援 主管課
生涯学習スポーツ課
スポーツ・公民館担当

取組状況

【２６年度取組内容】

・市民企画講座の実施
・講座数・講座内容の充実
・共催団体数の拡大

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

変更内容

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

　市民参加の促進と市民との協働による生涯学習活動を支援するために、社会教育関係団体等か
ら自主企画講座を募集し、５講座を実施した。「世界文化遺産　富士山の価値と信仰の歴史」参加
者４４人、「みんなで楽しく童謡・唱歌を歌いましょう」参加者６２人、「みんなでロシア民謡を楽しみま
しょう」参加者９８人、「初心者囲碁教室」参加者延べ９５人、「豊かな住みよい生活を街に広げよう」
参加者１７人である。

課　　題
　市民の生涯学習活動への積極的な取り組みが感じられる講座が多かったが、応募団体が固定化
していることが課題。今後、多くの団体から応募が得られるよう市内学習グループ等と協働する。

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
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○

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 BBBB

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

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

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

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

評価評価評価評価

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

評価年度

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

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

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

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

 基本施策 １６ 基本施策 １６ 基本施策 １６ 基本施策 １６ 　スポーツの推進　スポーツの推進　スポーツの推進　スポーツの推進
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

BBBB

　スポーツ推進計画の推進に向けて、推進体制の整備を図る目的から市民の代表者や学識経験
者、各専門分野の方々の参画を得て、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
審議及び検討を行うため、平成２６年５月にスポーツ推進審議会を設置した。また、計画に掲げる事
業の平成２５年度の取組状況及び平成２６年度の進捗状況を調査し、審議会において検証を行っ
た。

課　　題

　スポーツ推進計画では、もう1つの推進体制の整備としてスポーツ推進庁内連絡会議の設置を掲
げている。また、推進計画に掲げている数値目標の達成状況に応じて推進体制や計画の見直しを
図る目的から、平成２９年度に中期評価に向けた市民アンケート調査を実施するため、今後の審議
会においてアンケート内容等の検討を行っていく。

取組状況

【２６年度取組内容】 ・計画の推進と計画の進捗状況の検証

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

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

変更内容

Ｈ２７ Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかった

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

 D：一部できなかった 　E：できなかった

　あきる野市体育協会やスポーツ推進委員と連携を図り様々なスポーツ大会を開催し、子どもから
高齢者まで幅広い年代の方々が、それぞれのニーズに合った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教室の開催により、各世代ごとのレベルに応じたス
ポーツ活動への充実を図った。

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

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

・各世代ごとのレベルやニーズに合ったスポーツ活動の機会や場の充実

評価
Ｈ２６

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

変更内容

取組状況

【２６年度取組内容】

BBBB

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・施設の整備や附帯設備の整備・充実

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　市民球場や総合グラウンドなどの屋外体育施設についてはあきる野市体育協会、シルバー人材
センター、総合型地域スポーツクラブ（アスポルト）及び町内会と委託契約を締結し、グラウンド整備
や施設の簡易な修繕、草刈など利用者がいつでも快適に使用できるよう施設整備を行った。さら
に、利用者の安全を第一に考え、五日市ファインプラザの非常放送設備及び火災報知機の交換工
事、市民プールの漏水工事の実施など、スポーツ施設の整備充実を図った。

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

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

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・指導者の育成や総合型地域スポーツクラブの支援

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

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

課　　題
　今後より多くの市民にスポーツに触れる機会の増加を図ることが課題である。スポーツ推進委員、
体育協会及び総合型地域スポーツクラブと連携・協働、さらには支援環境を整えることで、幅広い世
代を対象としたスポーツの指導者育成を進める。

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

77777777 市の特性を生かしたスポーツ推進市の特性を生かしたスポーツ推進市の特性を生かしたスポーツ推進市の特性を生かしたスポーツ推進 主管課
生涯学習スポーツ課
スポーツ・公民館担当

取組状況

【２６年度取組内容】 ・豊かな自然環境を生かしたスポーツの推進

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

　市の地域特性を活かしたスポーツの取り組みとして、スポーツ推進委員会が主催し年２回、春と秋
にヘルシーウォーキングを実施した。豊かな自然環境の中、春は４８人、秋は１７人の参加者があっ
た。また、健康寿命都内第１位という市の誇りを多くの市民に周知し、健康に対する意識の向上を図
るため、４月と２月に指導者を招いたラジオ体操講習会を開催した。４月は秋川体育館で
１９０人、２月は五日市ファインプラザで１５０人の参加があった。

課　　題
　既存の事業へのより多くの参加者を獲得するとともに、豊かな自然環境という市の地域特性をより
活かした事業展開を図ることが課題である。

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

変更内容
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○

○
○
○
○

評価結果 BBBB

【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】【生涯学習スポーツ課】
　アートスタジオ五日市については、３人の若手版画家を招へいし、レジデンス事業として版画の創作活動を実
施した。また、市民に芸術文化と触合う機会を提供するためスタジオで作品を一般公開するとともに、五日市児
童館でワークショップを行い、地域の小学生や住民との異文化、国際交流を図った。
　国際化の推進については、あきる野市国際化推進青年の会に補助金を交付するとともに、同会が発行する国
際姉妹都市交流広報紙「Ｍ＆Ａ通信」を市内公共施設へ配布し、中学生に対する市の国際姉妹都市交流事業
のＰＲを行った。
　秋川キララホールについては、市民が芸術に触れる機会の提供と芸術文化への関心を高めるために主催事
業７公演と自主事業６公演を実施するとともに、市民団体の芸術文化活動を支援するために、活動成果の発表
の場として利用できるよう貸出業務を実施した。市民サービスの向上が課題、指定管理制度導入の効果を上げ
るため、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行う。

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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

　市民文化祭については、社会教育関係団体等の団体が日頃の学習活動の成果として作品展示や舞
台発表を行う場となっているほか、文化団体連盟を中心とした市民文化祭運営委員会を組織し、市民と
協働で実施しており、毎年、多数の団体に参加していただくなど、市民文化の振興に大きく寄与した事
業となっている。今後も継続し、更なる充実を図っていく。
　今後の課題としては、催しの部については参加団体が増加しており、時間配分の調整に苦慮する状
況となってきている。また、展示の部については、参加者が減少しているため、文化祭の更なる活性化
を図るため、関係団体や運営委員会と協議し、改善を図る。

評価評価評価評価

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

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

評価年度

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

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

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

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

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

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

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

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

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

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

・アーティスト　イン　レジデンス事業の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

取組状況

【２６年度取組内容】

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったＣＣＣＣ

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

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

　９月１日から１１月３０日まで、日本人２人、オランダ人１人の若手版画家を招へいし、アートスタジ
オ五日市において版画の創作活動を行った。また、市民に芸術文化と触合う機会を提供するため製
作した版画をスタジオにおいて一般公開するとともに、五日市児童館においてワークショップを行
い、地域の小学生や住民との異文化、国際交流を図った。

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

課　　題
　招へいアーティストとの地域交流の舞台となっていた戸倉小学校が平成２４年度末で閉校となった
ため、地域との新たな交流の場の設定が課題となっている。

方 向 性
Ⅱ

変更内容

・国際交流団体への運営支援

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　国際化推進事業支援として、あきる野市国際化推進青年の会に補助金を交付するとともに、同会
が発行する国際姉妹都市交流広報紙「Ｍ＆Ａ通信」を市内公共施設へ配布した。
　あきる野市国際化推進青年の会の活動が、中学生に対するあきる野市の国際姉妹都市交流事業
のＰＲにつながった。

課　　題 　交流団体の活動の更なる充実を図るために、活動のPRや助言等の支援を進める必要がある。

方 向 性
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

【２６年度取組内容】

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

取組状況

【２６年度取組内容】
・芸術文化振興のため市民との協働による事業の実施（絵画展、写真展等）
・市民団体の芸術文化活動に対する支援の充実

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　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４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、作品を称揚するとともに展示した。
　応募者数８１人、応募作品１５９点、入賞作品３８点である。

課　　題 　応募者数を増やすため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

81818181 秋川秋川秋川秋川キキキキララホララホララホララホールのールのールのールの利利利利用用用用促促促促進進進進 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】 ・指定管理者制度による施設の適正管理と利用の促進

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　指定管理業務として、秋川キララホールの貸出業務や施設の維持管理及び主催事業、自主事業
を運営。主催事業は７公演、自主事業は６公演で４，８７２人、このほかに支援育成事業やまちづくり
推進事業などを行った。また、友の会の会員を増やし、アウトリーチとして保育園や高齢者施設での
演奏会を実施し、利用者に対し、よりきめ細やかな対応をすることができた。

課　　題
　指定管理者の管理運営の状況について点検・評価を実施し、市民サービスの向上など制度導入
の効果を生むことができるよう、必要に応じて改善に向けた指導・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
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82828282 市民文化市民文化市民文化市民文化祭祭祭祭の開催・の開催・の開催・の開催・運営運営運営運営支援支援支援支援 主管課
生涯学習スポーツ課
スポーツ・公民館担当

取組状況

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　あきる野市民まつりの一環として市民文化文化祭を実施し、社会教育関係団体等が日頃の学習
活動のの成果としての作品展示や舞台発表の場を提供している。文化団体連盟を中心とした市民
文化祭運営委員会を組織し、市民と協働で実施した。
　展示の部は６３団体、催し物の部は５７団体、来場者数は２９，８００人である。

課　　題
 催し物の部への参加団体が年々多くなり、時間配分の調整が難しくなっている。また、展示の部に
ついては、参加者が減少しているため、文化祭の更なる活性化を図るため、関係団体や運営委員
会と協議し、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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○
○

○

○

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

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

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

評価評価評価評価

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

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

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

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

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

　文化財の適正な保存管理を推進するため、旧市倉家住宅の屋根改修工事を実施するとともに、寄贈・寄託さ
れた民具や書籍の保管、整理及び公開を進め、これらの資料のカード化及びデータ化を図った。現在、増え続け
る収蔵品を適正に保存管理できるスペースの確保と古文書の調査研究員の高齢化が課題となっていることか
ら、今後においては、後継者の育成を図っていく。
　文化財の公開と活用に関する取組としては、五日市郷土館における「あきる野市の野鳥」等企画展の開催や
旧市倉家住宅の公開、二宮考古館における「新たに指定された都・市指定文化財」や「あきる野の農村歌舞伎～
次世代に繫ぐ郷土の心」などの特別展を実施した。また、両施設とも毎週土曜日に、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。
　全国地芝居サミットの開催に向けては、他県開催地の視察を行うとともに、実行委員会を立ち上げ各種検討と
準備を行った。
　市民の郷土学習を支援する取組としては、文化財の公開と活用に関する取組で挙げた事業のほか、郷土あれ
これ第２６号「あきる野市の野鳥」の発行や東京文化財ウィークの期間中、普段は見学することのできない国・都
指定の文化財を特別に公開してもらい、市民等に郷土歴史を学ぶ機会を提供した。今後、より多くの市民等に、
こうした取組を活用してもらうために、更なるＰＲを図っていく。

 基本施策 １８ 基本施策 １８ 基本施策 １８ 基本施策 １８ 　文化財の保護と活用の推進　文化財の保護と活用の推進　文化財の保護と活用の推進　文化財の保護と活用の推進

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

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

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

取組状況

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　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、渕上家他の未整理文書の点検・整理・調査を行った。これにより古文書の目
録が作成でき、資料の活用ができるようになった。
　軍道紙の製造技術を円滑に伝承できるよう、技術保存団体である軍道紙保存会及び施設の所管
課等に対して指導・助言を行った。軍道紙保存会が年間を通じて技術伝承を図る方策の構築につ
いて、支援することができた。
　埋蔵文化財包蔵地の問合せが１，０８２件、届出・通知が94件あった。調査は国庫補助事業として
の試掘調査を９件行った。また、立会い調査は１５件行った。試掘調査によって、遺跡の広がりかた
などについてより詳しい情報を得ることができた。

課　　題

　増え続ける収蔵品を適正に保存管理できるスペースの確保と古文書（近世地方文書）の調査研究
員の高齢化に伴う後継者育成が課題といえる。
　また、軍道紙を伝承していくためには、組織体制の充実と後継者の育成等を推進する必要がある
ことから、保存会や関係課と調整を進める必要がある。
　このほか、必要な手続きをとらずに開発事業を実施している事業者が存在するため、文化財保護
法の遵守についての指導を継続的に行っていく必要がある。

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

変更内容

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

取組状況

【２６年度取組内容】

・企画展等の開催
・指定文化財の公開の推進
・資料のデジタル化と活用の推進

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

　五日市郷土館では、「あきる野市の野鳥」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、開館時間に合わせて旧市倉家住宅の公開も行った。
　二宮考古館では、「新たに指定された都・市指定文化財」や「あきる野の農村歌舞伎～次世代に繫
ぐ郷土の心」などの特別展を行った。
　両館ともに、指定文化財の価値や特徴を来場者に理解してもらうための公開事業を実施し、毎週
土曜日には、土器や石器に直接さわれる企画展「さわれる土曜日」を行い、子どもから大人まで多く
の市民が文化財に触れる機会を提供した。
　また、デジタル化した資料を三多摩公立博物館協議会のＷＥＢ展示「多摩の写真」などで公開し
た。

課　　題
　民具等の収蔵施設が不足し、適正な保存管理ができない状況にある。また、五日市郷土館の展
示設備は固定式であることからに大きな展示替えができない状態にある。

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

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

取組状況

【２６年度取組内容】

・文化財調査の実施
・文化財図書の発行
・指定文化財公開の支援

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　平成２６年度においては、郷土あれこれの第２６号「あきる野市の野鳥」の発行するとともに、子生
神社本殿の調査を行い、年代や彫刻の作者等を明確にした。
　また、東京文化財ウィークの期間中、１４件の国・都指定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

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

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

変更内容

86868686 伝統伝統伝統伝統芸能芸能芸能芸能保保保保存存存存活動の支援活動の支援活動の支援活動の支援 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】

・地芝居サミットの開催準備
・芸能保存団体の指導・助言
・歌舞伎用具の保管・提供

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　あきる野市で全国地芝居サミットを開催するため、他県開催地の視察を行うとともに、「全国地芝
居サミットinあきる野市実行委員会」を立ち上げ、サミット開催に向けた各種検討と準備を行った。
　また、秋川歌舞伎保存会と菅生歌舞伎菅生一座の公演に対して、道具類を提供するとともに、保
存団体が実施する囃子や神楽などの公演や伝承活動への指導・助言を行った。

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

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

変更内容

87878787 郷土郷土郷土郷土学習の支援学習の支援学習の支援学習の支援 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】
・文化財講座、教室の開催
・市民解説員研修及び社会科授業解説等の実施

評価
Ｈ２６ Ｈ２７

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

変更内容

Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったＣＣＣＣ

　五日市郷土館では、機織りの体験教室のほか、「ヨルイチ」に合わせて、旧市倉家住宅を活用して
市民解説員による昔話の語りを行った。
　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、土器図鑑づくり
と、毎週土曜日に文化財キーホルダーづくりの体験教室をし、親子を含む多くの参加者を得ることが
できた。さらに、「草花遺跡・草花古墳群」の遺跡発表会を行った。
　また、幼稚園１園、小学校４校、中学校１校の見学に対して、市民解説員による解説を行った。

　参加者の少ない講座については、より多くの参加者を得るために事業をホームページなどを活用
してPRを充実させる必要がある。
　また、市民解説員の制度をより活用してもらうために、更にそのPRを図る必要がある。

課　　題

方 向 性
Ⅱ
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○

○
○

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

　市民サービスの向上など制度導入の効果を生むことができるよう、あきる野ルピア及び秋川キララホールの管
理運営状況について定例報告会や点検・評価を実施し、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行った。
　また、指定管理者が行った建物の劣化診断により、空調設備と電気設備に修繕の必要性が認められたため、
改修工事を行った。指定管理制度を導入した両施設とも経年劣化等による補修や改修の必要が今後ますます
増化すると予想され、その対応が大きな課題といえることから、計画的な改修が行えるよう、指定管理者との連
携を密にして対応していく。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

評価年度

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

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

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

評価結果 BBBB

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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

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

評価結果 ＢＢＢＢ

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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

88888888 あきあきあきあきるるるる野野野野ルルルルピピピピアの指アの指アの指アの指定管定管定管定管理者との連携・協力理者との連携・協力理者との連携・協力理者との連携・協力 主管課 生涯学習スポーツ課

・指定管理者制度により施設の適正な管理と利用促進
・空調設備の更新

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　指定管理業務として、ルピア施設の維持管理、貸出及び自主事業を運営。自主事業ではランチタ
イムコンサートを行い１７９人の参加を得た。
　指定管理者が常駐して管理することで、利用者に対し、よりきめ細やかな対応をすることができ
た。

課　　題
　指定管理者の管理運営の状況について点検・評価を実施し、市民サービスの向上など制度導入
の効果を生むことができるよう、必要に応じて改善に向けた指導・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

【２６年度取組内容】

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・指定管理者との連携と協力

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

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

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

変更内容

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・整備点検の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　学校開放に伴う整備点検は、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
を行っており、夜間照明は年１回、球切れや設備の整備点検作業を委託している。また、学校及び
利用団体からの報告を受け、簡易な修繕の対応及び学校開放用トイレの整備・改修を行った。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
　利用団体が満足して利用できるよう、常に備品の整備管理を行っていく必要がある。なお、学校開
放における利用団体の使用状況に関する指摘事項が学校から寄せられるため、利用団体に対して
利用案内の周知徹底を図っていく。

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

変更内容
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○
○

○

評価結果 ＢＢＢＢ

評価評価評価評価

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

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

評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について評価内容、課題、方向性について
　ふるさとあきる野に住む青少年の健やかな成長と郷土愛の醸成を願って「青少年善行表彰」を実施し、個人
３３人と８団体を表彰した。
　また、家族の絆をよりいっそう深めることを目的に、家庭の日推進事業「親子鑑賞会」を開催し、家族で生の演
奏に触れ、共通の話題を持つ機会を提供したが、参加者数がやや少なかったことから、今後、さらななるＰＲを
図っていく。
　地域ぐるみで取組む青少年健全育成事業としては、東秋留小学校、多西小学校、草花小学校及び五日市小
学校において、放課後子ども教室を開催し、市内中学生による演劇の披露や市内サークル団体によるスポーツ
指導等、地域の方々の協力を得て特別プログラムを実施した。放課後子ども教室については、参加者が増化し
ており、スタッフの確保や保護者に対する迅速かつ正確な情報連絡体制の整備が課題となっている。今後、地
域への更なる呼びかけを行うとともに、学校と連携して円滑な事業運営を図っていく。
　青少年の自然体験や文化に触れる機会の提供に資する事業としては、ＰＴＡや子ども会、サークル活動、放課
後子ども教室等からの要請を受け、手作り工作やレクリエーション、自然観察教室等の講師・指導者となる「生涯
学習人材バンク」登録者を紹介するとともに、飯盒炊さんやテント張りなど、野外活動に必要となるキャンプ用品
の貸出しを行った。登録者の活用件数の伸び悩みが課題といえることから、制度のＰＲを更に図っていく。

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

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

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

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

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

 基本施策 ２０ 基本施策 ２０ 基本施策 ２０ 基本施策 ２０ 　青少年の健全育成の推進　青少年の健全育成の推進　青少年の健全育成の推進　青少年の健全育成の推進
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

・青少年健全育成団体の活動の支援

評価
Ｈ２６

生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】

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

Ｈ２７ Ｈ２８  A：計画以上にできた　B：計画どおりできた　C：概ね計画どおりできた
 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　青少年健全育成活動支援として、青少年健全育成団体へ補助金を交付した。また、青少年の野
外活動を支援するため、キャンプ用品(飯盒、鍋、テント)の貸出しを行った。

課　　題 　各地区で行っている事業内容の周知と地区ごとの交流・連携が課題である。

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

変更内容

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・青少年健全育成事業の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＣＣＣＣ

　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３３人と８団体を表彰した。
　地域間・異年齢間の交流や大自然を舞台とした様々な活動及び体験を通じて、心身を鍛え自らの
力で積極的に社会に貢献できる人材を育成することを目的に実施した「大島・子ども体験塾」ついて
は、台風の影響で途中で中止となった。

課　　題
　大島・子ども体験塾については、小学生の応募が多いものの、中学生の応募が少ない。異年齢間
の子どもの交流を推進するためには、今後、募集PR等の手法を再検討する。

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

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・地域リーダー育成のための事業の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＤＤＤＤ

　羽村市と合同で「大島・子ども体験塾」を開催し、地域間・異年齢間の交流や大自然を舞台とした
様々な活動及び体験を通じて、心身を鍛え自らの力で積極的に社会に貢献できる人材を育成する
ための取組を行った。あきる野市と羽村市（各市３５人）の参加者が、事前研修及び大島での町民と
の交流を体験することにより、人材育成の機会となった。平成２６年度は、台風の影響により、事業
実施途中で離島する結果となった。

課　　題
　小学生の応募は多いものの、中学生の応募が少ないことから、次期リーダーとなる後継者の育成
が課題といえる。

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
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94949494 放放放放課課課課後後後後子どもプ子どもプ子どもプ子どもプラララランの推進ンの推進ンの推進ンの推進 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】 ・放課後子ども教室の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＣＣＣＣ

　東秋留小学校、多西小学校、草花小学校及び五日市小学校において、放課後子ども教室を開催
し、市内中学生による演劇の披露や市内サークル団体によるスポーツ指導等、地域の方々を巻き
込んだ特別プログラムを実施した。
　また、放課後子どもプラン運営委員会を開催して実施・運営の検証等を行うとともに、放課後子ど
も教室スタッフのスキルアップを図るため、公立阿伎留医療センターの看護師を講師に招き、子ども
のケガの応急処置について学ぶ研修を実施した。

課　　題
　放課後子ども教室の参加者増に伴い、保護者に対する迅速かつ正確な情報連絡体制の整備が
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

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・指導者の紹介、キャンプ用品の貸出し等の支援の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　ＰＴＡや子ども会、サークル活動、放課後子ども教室等からの要請を受け、手作り工作やレクリ
エーション、自然観察教室等の講師・指導者となる「生涯学習人材バンク」登録者を紹介した。
　また、飯盒炊さんやテント張りなど、青少年の野外活動支援として、キャンプ用品(飯盒、鍋、テン
ト)の貸出しを行った。

課　　題
　「生涯学習人材バンク」登録者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、Ｐ
Ｒを強化する必要がある。

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

変更内容

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

取組状況

【２６年度取組内容】 ・成人式の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　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。
　成人対象者の約７５．７％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２０９人の来場があり、軽食をとりながら再会を喜ぶ成人者で賑わい、交流の場を提供すること
ができた。
　また、今年から聴覚障がい者のために手話の通訳を実施し、式典内容の充実を図った。

課　　題 　全対象者数の７割程度にとどまっているのが課題であり、出席率を上げる取組が必要である。

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
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○
○

○

○

評価評価評価評価

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

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

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

Ｈ２７

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

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

Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

評価基準

Ｈ２８

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

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

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

評価年度 Ｈ２６

評価結果 BBBB

 基本施策 ２１ 基本施策 ２１ 基本施策 ２１ 基本施策 ２１ 　家庭教育の支援　家庭教育の支援　家庭教育の支援　家庭教育の支援

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

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

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

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

【図書館】【図書館】【図書館】【図書館】

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

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

評価年度 Ｈ２６ Ｈ２７

評価結果 ＢＢＢＢ

Ｈ２７ Ｈ２８

評価結果 ＢＢＢＢ

評価年度 Ｈ２６
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　教育フォーラムに関しては、市PTA連合会と事前の打合せを行い、計画どおりに実施できた。
  平成２７年度は、学校と家庭が連携して取り組む必要があるスマートフォンや携帯電話の適切な使用
について、講師を招聘し実施する予定である。

【図書館】【図書館】【図書館】【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、ブックスタート事業
やハッピーベビークラブ等の事業を実施し、乳幼児から絵本に親しめるよう取組を進めた。
　また、保育園における読書環境の整備を支援するとともに、図書館における事業や親子で来館しやす
い環境づくり、図書館ホームページを活用した子どもの読書に関する情報発信の充実など、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。
　特に、親子で来館しやすい環境の整備では、第一弾として中央図書館１階に子育て応援コーナーを設
置し、評価を得ている。地区館については、各館の利用状況や施設規模・形状等に合わせて検討し、整
備を進めていく。
　継続的な取組が重要であることから、今後も継続的に事業を実施するとともに、子どもの読書に関す
る情報の発信を充実させ、支援を進める。

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

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

【指導室】【指導室】【指導室】【指導室】

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

　子どもの健やかな成長を目指し、子育て中の親を対象とした支援事業を実施しているところであるが、
参加者数の伸び悩みが課題であるため、今後、育児サークル等、家庭教育に関連したグループとの連
携を図り、更なる事業の充実を図っていく。
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○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価○　事務事業の点検及び評価

97979797 「家庭「家庭「家庭「家庭のののの日」日」日」日」推進事業の充実推進事業の充実推進事業の充実推進事業の充実 主管課 生涯学習スポーツ課

取組状況

【２６年度取組内容】 ・「家庭の日」推進事業の実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　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、より市民の関心を引き付ける演目の選定ができた。鑑賞会を事前にＰＲするためのワークショッ
プもご協力いただき、当日の鑑賞会には延べ７３０人の来場があった。

課　　題
　　「家庭の日」の作文審査については、児童館館長の協力を得て実施しているが、教職経験者の
人数が少なくなっているため、今後、審査方法等についての検討が必要。

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

変更内容

98989898 公民館における家庭教育学級等の講座の開催公民館における家庭教育学級等の講座の開催公民館における家庭教育学級等の講座の開催公民館における家庭教育学級等の講座の開催 主管課
生涯学習スポーツ課
スポーツ・公民館担当

取組状況

【２６年度取組内容】
・家庭教育学級等の実施及び内容の充実
・子育てサークルと関係機関との連携・協力

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったBBBB

　幼児から小学生を持つ保護者を対象に、子どもの健やかな成長と親自身の成長をめざし、子育て
中の親を支援するため、（「楽しく子育てするために～心の道しるべ・芽伸ばして夢につなげて～」参
加者１０人）を実施した。
　自然とのふれあいを目的に、親子を対象とした体験学習を市民解説員と協働で、（「あんま釣り」参
加者２０人）を実施した。

課　　題 　家庭教育に関連したグループと連携・協力を図り多くの参加者を募る必要がある。

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

99999999 あきあきあきあきるるるる野野野野市教育市教育市教育市教育フォフォフォフォーーーーララララムの開催ムの開催ムの開催ムの開催 主管課 指導室

取組状況

【２６年度取組内容】 ・小中学校ＰＴＡ連合会と共催した教育フォーラムの実施

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　市ＰＴＡ連合会と共催で、10月11日（土）にアトランタ、シドニー、アテネ、北京の夏季パラリンピック
大会に出場した成田真由美さんを講師に「自分の可能性を求めて」をテーマに講演会を実施した。
家庭・学校・地域等が一体となって事業に取り組み、連携が強化できた。

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

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

変更内容
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100100100100 子育て支援事業（図書館）の推進子育て支援事業（図書館）の推進子育て支援事業（図書館）の推進子育て支援事業（図書館）の推進 主管課 図書館

取組状況

【２６年度取組内容】

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

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

 D：一部できなかった 　E：できなかったＢＢＢＢ

　ブックスタート等の事業の実施や、関係機関との連携・協力により、乳幼児から絵本に親しむ子ど
もの読書環境の整備が進んでいる。
　母子保健係と協力し、３～４か月健診時に絵本とパンフレットなどのセットをプレゼントするブックス
タート事業、妊娠期のハッピーベビークラブ事業の実施、また、子ども家庭センターとの協力による
子育て講座など、乳幼児から絵本を通じた親子のふれあい大切さや読み聞かせの大切さを伝える
事業を実施した(ブックスタート：24回実施、ブックスタートパック609セット配布。ハッピーベビークラ
ブ：８回、延べ197人参加。　子育て講座：６回実施、延べ112人参加)。
　保育園を対象に団体貸出(４団体、延べ761冊）を行った。また、園児の来館に合わせて、絵本の読
み聞かせを行う「絵本の広場」や映画会を実施した（絵本の広場：３回、延べ61人。映画会：３回、29
人)。
　保育園の保育士と職員を対象に、絵本と読み聞かせについての研修会を２回実施した。
　また、乳幼児から親子で参加できる行事を実施し、言葉や絵本に親しむ機会を提供した(わらべう
たのじかん：30回、延べ442人。ひよこのおはなし会：29回、延べ351人)。
　中央図書館の１階に子育て応援コーナーを作り、子育てに関係する本や子育て雑誌を一緒に展
示するなどの工夫をし、親子で利用しやすい環境づくりを行った。
　全館で、絵本の並べ方を絵本の名前順に統一し、子どもが自分で本を探しやすい環境整備に取り
組んだ。
　図書館のＨＰリニューアルに伴い、子どもの読書支援のページを更新し、情報発信に努めた。

課　　題  親子で来館しやすい環境づくりを地区館においても充実を図っていく。

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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  Ⅳ 点検及び評価に関する点検評価有識者からの意見 
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浦野龍治氏浦野龍治氏浦野龍治氏浦野龍治氏        元あきる野市収入役元あきる野市収入役元あきる野市収入役元あきる野市収入役 

 

本年も去る 7 月、平成 26 年度に教育委員会が実施した事務の管理・執行状況に関して、

点検・評価を実施したので、以下のとおり意見を述べます。 

会議の冒頭、事務局から今回の教育委員会制度改革の概要について説明があったが、こ

の本年 4月 1日から施行された地教行法の一部改正は、平成 23年に起きた滋賀県大津市で

の痛ましいいじめ自殺問題が一つのきっかけであった、と記憶している。今回の改正は、

約 60年ぶりの教育委員会制度の改革であり、首長の教育への関与がより強まることになる

が、より良い方向に向かうものと期待している。 

本市においては去る 5月に、第 1回の総合教育会議が開催され、大綱案を作成し、8月に

開かれる第 2回の会議で大綱を決定する予定であると説明があったが、ちょうどこの時期、

7 月に岩手県で中学生のいじめによる自殺事件が起きたことを新聞など報道機関が詳細に

伝えていた。相変わらず繰り返される何とも痛ましいいじめと人の命の尊さの現実である。 

さて、今回の点検・評価は、平成 26年 3月に、第 2次教育基本計画が策定されたので、

その計画の実施状況の確認が中心の作業となった。昨年までと大きく変わった点は、新た

に基本計画の「中期ビジョン」の点検・評価が加わったことである。中期ビジョンとは、

平成 26年度から 28年度までの 3か年の実施計画のことである。そのために 3年間の目標

に対する点検・評価を行うための新たな評価基準の指標が設定された。したがって今回か

らは、従来からの基本施策（21項目）、事務事業（100事業）と併せて 3通りの点検・評価

を行うこととなった。 

以下、重点施策を中心に意見を述べます。 

まず、「いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦」では、２６年度から２８年度の３年間の目標

（中期ビジョン）である、「いじめ把握件数に対するスクールカウンセラーの活用率 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%」を、26年度、単年度で達成しており、Ａ評価である。評価内容に記載されてい

るとおり、いじめが起こらないようにするために、未然防止の取り組みを重点的に行った

とあり、各学校の取組、地域や保護者、関係機関との連携など、たゆまぬ努力の結果であ

ると考える。そして、本年 3月には、努力の集大成として、「いじめ防止対策推進条例」を

制定し、単に教育委員会だけではなく、市全体として、大きな社会問題となっている卑劣

ないじめに対し、敢然として戦う姿勢を明確にしている。27 年度には、この制定された新

たな条例を市民に周知し、啓発するためのリーフレットを作成していく、としている。冒

頭述べた岩手県矢巾町での中学生のいじめ自殺事件では、自殺した男子生徒と、担任教諭

との間で交わされていた「生活記録ノート」が新聞紙上に公開されており、単なるいじめ

自殺事件だけではなく、学校の先生がたそのものも問われる結果となり、いじめ問題の難

しさを象徴しているように思われる。 

次に、「学力向上対策の強化」では、3 年間の目標を「都学力調査における調査別平均正

答率を下回る児童・生徒の割合を 50%以下にする」と掲げたが、26年度は達成できなかっ

たと、Ｄ評価になっている。しかし、前年と比較すると、少しずつ学力は向上しており、

これまでの授業改善による指導の工夫や研究推進の結果が表れてきているとしており、目

標の 28年度までには達成できることを望みたい。また、小・中一貫校教育については、か

つての増戸小・中学校での 2 年間の研究推進校としての始まりから、大きく前進したこと
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は周知のとおりである。単に学力向上の手立てを図るという観点からだけではなく、特色

ある学校づくりの観点からも、地域と一体となった、あるいは地域から喜んでもらえる学

校づくりをお願いしたい。 

次に、「教育の機会均等などの確保」について、であるが、これは教育基本法に定める教

育の基本理念の一つでもある。本市の特別支援教育は、以前から教育委員会の重点施策と

して積極的に取り組んでおり、すばらしい成果を残している。それと同時に、就学や進学

の困難な子どもたち、また、外国人の児童・生徒への対応にもそれぞれ工夫と努力のあと

が見える。これからも恵まれない子どもたちへきめ細かい支援をお願いしたい。また、小

宮・戸倉地区のバス通学の問題については、現行ほぼ順調に進んでいると思われる。統合

してまだ間もない時期でもあり、統合したときの約束を忘れずに、これからも地域の意見

を尊重し、通学環境が悪くならないようにお願いしたい。 

次に、「生涯学習活動の推進・スポーツの推進」であるが、最近の新聞によると、厚生労

働省の発表で、日本人の平均寿命がまた延びたと報道している。平成 26年の数値で、女性

は前年より 0.22歳延びて、86.83歳に、男性は 0.29歳延びて 80.50歳になったそうだ。世

界に比較すると、女性は引き続き 1位、男性は 4位から 3 位に上がったそうだ。健康寿命

がどのくらいなのかは分からないが、いずれにしても本市の高齢化率は当然前年より上が

っているだろう。このように高齢者人口の増加が著しいが、市内のプールや図書館、公民

館に行ってみると、多くの高齢の方々が利用されているのに驚かされる。26 年度の事業を

見ると、「寿大学の開催」や「公民館における各種講座」に利用者が増加しており、その対

策が課題であるとしているので、市民要望に応えるための努力をお願いしたい。 

また、図書館の活動の、「子ども読書活動の推進」では、推進計画を立てて、ヤングアダ

ルトのコーナーを設置するなどして、様々な事業を実施している。さらに学校支援事業の

なかでは、団体貸し出しや調べ学習などの支援を活用していない学校もあるとのことなの

で、各小・中学校でさらに図書館を有効活用していただきたいと思う。このほか障がい者

等への図書館サービスの向上や、電子情報提供の推進、図書館ボランティアの育成、ブッ

クスタート事業などの子育て支援事業など、幅広い市民サービスの充実に努めており、評

価できる。今後も市民サービスの継続をお願いしたい。 

最後に本年度の点検・評価の全体を見てみると、事務事業が昨年までの 150事業から 100

事業に減ったため、事業は大分スリムになったが（そのよしあしは別として）、その反面、

教育基本計画の 7年間の目標（長期ビジョン）と 3年間の目標（中期ビジョン）が加わり、

中期ビジョンの目標の点検・評価も新たに付け加えられた。しかし、基本施策、事務事業

の点検・評価で当該年度の評価を実施するので、それに複合させて中期ビジョン（3か年計

画）の当該年度の 26年度分の評価を行うことはいかがなものかと考える。3か年計画の評

価は 3 か年が経過した後で評価するのが正当ではないだろうか。さらに、本年度から事務

事業のうち、50 事業が評価対象からは減ったが、事業そのものはほとんどが継続している

と思われるので、後期基本計画の中身と実際の事業をよくチェックしていく必要があると

考える。また、計画に計上されていない新規事業も当然発生してくることが考えられるの

で、それへの柔軟な対応にも配慮すべきである。さらに配布された資料を見ると、昨年も

指摘したが、極端に小さな文字も多く、とても市民の読みやすさに配慮しているとは思え

ない。文字の大きさは常識的な大きさにすべきである。市民に公開することは、教育委員

会の活動を市民に知っていただくいい機会である。 
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三浦佐三浦佐三浦佐三浦佐知知知知子子子子        社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員 

 

平成 26 年度は、あきる野市教育基本計画第 2 次計画の初年度にあたります。教育目標と

基本方針は第１次計画の内容をほぼ引き継いでいます。基本施策は 22 ありますが、あきる

野市では「人が育ち 人が輝く あきる野の教育」を教育目標とし、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まれてきました。 

以下、いくつかの重点施策に意見を述べさせていただきます。 

 

（１） いじめ不登校０（ゼロ）への挑戦 

平成 27 年 3 月の「あきる野市いじめ防止対策推進条例」制定に先立ち、平成 26 年 8 月

末までに全 16 校で「学校いじめ防止基本方針」を策定し、共通の目的のために全校でいじ

め問題に対し取り組んでいること、「いじめについて考える日」や、「いじめをなくそう子

ども会議」の実施を継続し、児童・生徒が主体的にいじめをなくすための取り組みに力を

入れていることなどの成果として、いじめの認知件数が平成 25 年度は 79 件でしたが、平

成 26 年度は 14 件と減少しています。不登校件数も、学校・教育委員会・教育相談所・適

応指導教室・こども家庭センターの連携体制の強化で、平成 25 年度は 90 件でしたが、平

成 26 年度は 63 件と減少しています。平成 26 年度のいじめ不登校の取り組みに関しては高

く評価します。 

いじめや不登校は家庭の問題も大きく関係していると思われますが、小中一貫教育のメ

リットも生かして、学力の問題、心と体の問題、人間関係の問題等に対応し、今後も各担

当者の連携をさらに充実して取り組んでいかれることを期待します。そして、平成 25 年度

より全校に配置されているスクールカウンセラーの活用も意欲的にやっていただきたいと

思います。 

また、「いじめは減少してはいるがなくなってはいない。減らすためには実態をみていき

たい。いじめ件数を減少させるために、見て見ぬふりが行われていてはならない」とおっ

しゃっていた市の担当部署の方々の姿勢に期待しています。 

「いじめはいけない」とその言葉だけを唱えるのではなく、自己肯定感を育み、自他と

もに大切にできる心の教育が大切と考えます。 

 

（２） 学力向上対策の強化 

平成 26 年度から小中一貫教育が始まり、学力向上に向けた取り組みが進められています

が、都学力調査結果によると、本市では国語、社会、算数、理科で平均正答率を下回る児

童・生徒の割合は 50％を超えています。日々の取り組みの地道な積み重ねと、平成 27 年度

の都「学力ステップアップ推進地域指定事業」を受けての改善工夫によって平均正答率を

下回る児童・生徒の割合が減少することを期待します。 

また、同調査結果では本市の中学校の外国語は平均正答率を下回る生徒の割合が 50％以

下になっています。どの教科を重点教科にするかは各校で違いがあるようですが、外国語

によるコミュニケーション能力の育成や異文化への理解を深めるためにも外国語教育のさ

らなる充実を望みます。 

 

（３） 特別支援教育の推進 

 個別指導計画・個別教育支援計画の作成、ユニバーサルデザインの考えの基づく学級づ

くりの取り組み、保育園・幼稚園、小学校からの進学支援シート作成など、きめ細やかな

対応をし、関係者の方々の取り組みの努力が見られます。目標に到達していない点もある

ようですが、今後もさらなる継続実施をお願いします。 



79 

 

 副籍交流を通じて、特別支援教育を必要としている児童・生徒と、地域の小中学校に通

学している児童・生徒がお互いの存在を認め、理解し、助け合い、豊かな心が育んでいく

ことと、地域全体で特別支援教育への理解が進むことを望みます。 

 

（４） 生涯学習活動の推進 

平均寿命が延び高齢化が進んでいる今、生涯自ら学び、その学びを生かした社会活動が

できることは大変重要になっています。本市では、年々登録者が増えている寿大学の開催、

市民カレッジ人材養成講座・市民カレッジ公開講座の実施、生涯学習コーディネーターの

養成等、様々な活動が行われています。図書館もレファレンス事業の充実、障がい者サー

ビス（点字資料・ＤＡＩＳＹ資料・障がい者サービスボランティアの養成等）の向上が図

られ、活発な取り組みが行われていることは評価します。 

生涯学習コーディネーター養成講座の受講生の減少が課題になっているようですが、関

心はあっても自分にはハードルが高いのではないか、と感じてしまう市民が多いかもしれ

ません。市民にとって身近に感じるＰＲの仕方をお願いしたいと思います。今後も市民の

ニーズに合った取り組みの充実を期待しています。 

 

（５） 青少年健全育成の推進 

 放課後子ども教室は参加者が増加していることから、取り組みの成果がうかがえます。

スタッフの確保と保護者への迅速かつ正確な情報連絡体制の整備が課題になっていますが、 

こども政策課の「地域子ども育成リーダー」への登録者が定員を超える応募があったこと

などから、子どもや子育て支援活動に意欲・関心のある方や、地域で子どもの育成に関わ

っている方が多くいらっしゃると推測されます。スタッフの充実が図れるよう、子どもの

健全育成に関して他課との連携を強化することも望みます。 

 

 教育委員会の取り組みは、学校教育・学校施設設備の整備・図書館事業・生涯学習・公

民館事業など多方面にわたり、課題も多くあります。しかし、ここ数年の報告書を読んで

みると小中学校の耐震化や全教室へのエアコンの設置、トイレの様式化など学校教育環境

の整備がかなり向上されました。施設が老朽化した学校給食センターの整備計画も策定さ

れました。また、全校にスクールカウンセラーも配置されました。図書館事業も充実して

きています。多忙な業務のなかで、課題に地道に取り組んでいった成果であると高く評価

し、感謝いたします。 

平成 27 年度から教育委員会の制度が変わり、教育委員長と教育長を一本化した新「教育

長」の設置と、首長と教育委員会が教育方針などを話し合う「総合教育会議」が設置され

ました。自治体の首長の関与が強まることになりますが、市民の民意が反映され、今後も

あきる野らしい利点と課題を検証した事業を着実に実施し、この改正のメリットが最大限

に生かされるような教育委員会活動を期待します。 
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＜資料１＞＜資料１＞＜資料１＞＜資料１＞    

あきる野市教育委員会事務点検及び評価実施要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２６条第１項及び第２項に規定する、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価等（以下「事務点検評価等」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めると

おりとする。 

（1） 点検 個々のあきる野市教育委員会の権限に属する事務（以下「施策及び事務事 

業」という。）の取組状況や成果について、取りまとめることをいう。 

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

に、今後の方向性を示すことをいう。 

（点検及び評価の対象） 

第３条 点検及び評価の対象は、実施年度の前年度における教育目標、基本方針及び全ての

施策及び事務事業とする。 

（点検及び評価の方法） 

第４条 点検及び評価は、前年度の施策及び事務事業の進捗状況を総括するとともに、課 

題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年1回次のとおり行う。 

(1) 教育委員会事務局の各課は、所管し実施した施策及び事務事業について点検する。 

(2) 前１号の点検結果を踏まえ、教育委員会事務局の部長級及び課長級職員は、各施策の

取組状況について評価を行う。 

(3) 前２号の点検及び評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者（以

下「点検評価有識者」という。）を置き、意見を聴くものとする。 

(4) 教育委員会は、前３号で実施した点検及び評価結果及び点検評価有識者の意見を踏ま

え、教育目標、基本方針及び全ての施策及び事務事業について総合的に点検及び評価

を行い報告書を作成する。 

（点検評価有識者） 

第５条 教育委員会は、前条第３号に規定する点検評価有識者を次のとおり置く。 

(1)   点検評価有識者は、学校教育及び社会教育・生涯学習に関して識見を有する者２人

をもって充てる。 

(2)   点検評価有識者は教育委員会が委嘱する。 

(3)   点検評価有識者には、予算の範囲内で謝礼を支払う。 

(4)   点検評価有識者の任期は２年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。ただし、再任を妨げない。 

（報告書の市議会への提出） 

第６条 教育委員会は、点検及び評価に関する報告書を作成し、市議会に提出する。 

（評価結果の公表） 

第７条 教育委員会は、点検及び評価の結果を市民に公表する。 

（評価結果の活用） 

第８条 教育委員会は、点検及び評価の結果を教育目標や基本方針等の策定や施策その他事

務事業の改善等に活用するものとする。 

（庶務） 

第９条 事務点検評価等に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。 

附 則 

この要項は、平成２０年７月８日から施行する。 

この要項は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

この要項は、平成２５年６月１日から施行する。 

この要項は、平成２７年８月３１日から施行する。 
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