
令和２年度第１回狛江市総合教育会議 

議 事 日 程 
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－議事説明－ 

・議事概要 

・出席者紹介 

－協議・調整事項－ 

（１）第３期狛江市教育振興基本計画実施計画について 

－報告事項－ 

（１）人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例について 

（２）狛江市民センター（中央公民館・中央図書館）に関する市民アンケート

の結果について 

（３）狛江市新型コロナウイルス感染症対策関連補正予算について 

（４）教科書採択の概要について 

（５）ひだまりセンター（教育支援センター）開設後の状況について 

■資料 

１）令和２年度第１回狛江市総合教育会議出席者名簿 

２）第３期狛江市教育振興基本計画実施計画（案） 

３）人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例逐条解説 

４）狛江市市民センター（中央公民館・中央図書館）に関する市民アンケート 

５）狛江市新型コロナウイルス感染症対策補正予算一覧 

６）狛江市立中学校教科書採択概要図 

■参考資料 

１）子育て・教育支援複合施設 ひだまりセンター（パンフレット） 

２）狛江市における「GIGA スクール構想」計画について 
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狛江市教育大綱
・第３期狛江市教育振興基本計画 実施計画（案）

令和２年 月
狛江市・狛江市教育委員会
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■狛江市教育大綱・第３期狛江市教育振興基本計画 実施計画の概要
1.計画の目的  

 この計画は，令和２年３月に狛江市教育委員会が策定した第３期狛江市教育振興基本計画（※狛江市教育大綱を兼ねる）に設定している施策を着実に推進していくために，
狛江市教育委員会と教育機関（学校，公民館，図書館）が，当該年度の当初予算の内容をベースに取り組む内容とその手順を明らかにするもので，狛江市と狛江市教育委員会が
連名で策定するものです。

2.計画期間と計画の見直し

3.計画の見方

 教育振興基本計画の計画期間は，令和２年度から令和６年度までの５か年となりますが，本計画は３か年ごとに明示するものとし，毎年度計画内容を見直し，そのたびに明示期間を
改めます。この計画の見直しは，毎年度の予算編成において，市の財政状況や周辺環境の変化，事業の進捗度合いその他の理由により見直した事業展開（予定）をもとに，その後の計画内
容を見直すものです。

1-1-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 17,950 千円） R3 （事業費 17,950 千円） R4 （事業費 17,950 千円）

・「人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例」を踏まえた人権教育の充実
を目指し，人権尊重教育推進校での実績（平成31年度・令和２年度）を共有することや，
人権教育悉皆研修をとおし，教員の指導力を向上させる。
・多様性（ダイバーシティ教育），社会的包摂性（ソーシャルインクルージョン）の理解
促進，自尊感情・自己肯定感を高める教育活動を推進し，平和を願い，互いの生命や人
格・人権を尊重し，他者を思いやる心をはぐくむ。

・教員の人権感覚がいっそう高まることにより，各学校における人
権教育の充実が図られている。
・全児童・生徒が各種人権課題に関する正しい知識を身に付けると
ともに，多様性や社会的包摂性の理解が促進され，自他共に大切に
しようとする態度がはぐくまれている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

平和を願い，互いの生命や人格・人権を尊重し，他者を思いやる心をはぐくむ人権教育を推進します。

教育研究推進（指導室）
人権尊重教育推進（指導室）
国際理解教育推進（指導室）
いじめ問題等対策推進（指導室）

・人権尊重教育悉皆研修
・人権教育推進委員会
・人権尊重教育推進校（一小）
・国際理解教育推進
・いじめ問題対策推進
・道徳教育推進協議会
・青少年健全育成連絡会

・人権尊重教育悉皆研修
・人権教育推進委員会
・国際理解教育推進
・いじめ問題対策推進
・道徳教育推進協議会
・青少年健全育成連絡会

・人権尊重教育悉皆研修
・人権教育推進委員会
・国際理解教育推進
・いじめ問題対策推進
・道徳教育推進協議会
・青少年健全育成連絡会

項目コード・施策 施策の具体的内容・方向性・ねらい 計画期間終了時（令和６年度終了時点における到達目標）

この項目の具体的な取組内容（年度ごと） 取組内容に関する予算事業名と所管課

前年までの取組状況（簡易的な評価）
この項目の担当課

事業費（年度ごと,令和２年度は補正予算第２号まで。令和３年度以降は見込み）
事業に直接的に係る経費のみを計上し，人件費等は計上していない。
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基本方針 個別施策 コード 施策展開の方向性 担当課 頁

1-1-1 平和を願い，互いの生命や人格・人権を尊重し，他者を思いやる心をはぐくむ人権教育を推進します。 指導室 4

1-1-2 道徳的な判断力や心情，実践意欲・態度の向上に資する道徳教育を推進します。 指導室 4

1-1-3 いじめ防止や自殺対策に資する教育を推進します。 指導室 5

1-2-1 新学習指導要領の主旨を踏まえた，確かな学力の定着と個々の能力の伸張を図ります。 指導室 5

1-2-2 健康の保持・増進，体力の向上を図る教育を推進します。
学校教育課
指導室

6

1-2-3 共に社会をつくり支える資質・能力の向上に資する教育を推進します。 指導室 7

1-2-4 社会の変化に対応し，よりよい未来を自ら切り開く力をはぐくむ教育を推進します。 指導室 7

1-2-5 学校内外における生活全般に関する安全教育をより一層推進します。
教育支援課
指導室

8

1-3-1 グローバルに活躍できる資質・能力を伸ばす教育を推進します。 指導室 8

1-3-2 日本や狛江市の伝統・文化の理解を促進し，国や郷土を愛する心の涵養を図ります。
指導室

社会教育課
9

1-3-3 芸術や狛江らしい文化活動に身近に触れる機会を提供し，情操･芸術教育を推進します。

学校教育課
教育支援課
指導室

社会教育課

10・11

2-1-1 教育活動について家庭・地域への適切な情報提供と丁寧な説明を行います。
学校教育課
指導室

11

2-1-2 学校評価を積極的に活用し，教育活動の改善・充実を図ります。 指導室 12

2-1-3 地域の特性を生かした協働のあり方を検討し，地域との連携・協働を推進します。
学校教育課
指導室

社会教育課
12

2-1-4 家庭の実情に合った協働のあり方を検討し，家庭と協働して生きる力をはぐくみます。
教育支援課
指導室

13

2-2-1 専門家や地域人材の活用を図り，部活動をはじめとする教育活動等の充実や関係部局・機関との連携を推進します。
指導室

社会教育課
13・14

2-2-2 地域の願いや子どもたちの声を生かした学校経営を推進します。
指導室

社会教育課
14

3-1-1 研修及び教育研究への支援を充実し，教員の資質・能力の向上を図ります。
教育支援課
指導室

15

3-1-2 学校の創意を生かし，子どもや保護者，地域にとって魅力ある学校づくりを推進します。
指導室

社会教育課
15

3-1-3 持続可能な学校指導体制づくりを推進します。
学校教育課
指導室

16

3-1-4 児童・生徒の安全確保に向けた支援体制の充実を図ります。
学校教育課
社会教育課

16

3-1-5 学校施設の計画的改修と修繕を推進します。
学校教育課
（施設課）

17

3-1-6 安心安全な給食の提供に向けた取組みを推進します。 学校教育課 17

4.個別施策一覧

①安心安全な学校生活のための環境整備

（１）生きる力をはぐく
む質の高い学校教育

の推進

①生命と人格・人権を尊重する態度の育成

②生涯に渡って生きて働く力の育成

③国際社会で活躍できる力の育成

（２）家庭・地域との協
働による学校教育の

推進

①開かれた学校づくり

②家庭・地域の人材や教育資源の活用

（３）教育環境
の整備
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基本方針 個別施策 コード 施策展開の方向性 担当課 頁

4.個別施策一覧

3-2-1 情報機器やデジタル教材等を活用し，効果的な学習指導の充実を図ります。 指導室 18

3-2-2 学校図書館の機能を強化・充実させ，市立図書館との積極的な連携を推進します。
指導室
図書館

18・19

3-3-1 いじめ・不登校等に対する組織的な対応を推進します。
教育支援課
指導室

19

3-3-2 外国籍や障がいのある子ども等支援が必要な児童・生徒への支援の充実を図ります。
学校教育課
教育支援課
指導室

20

3-3-3 特別支援教育の環境整備を一層進め，個に応じた指導・支援の充実を図ります。
教育支援課
指導室

20

4-1-1 公民館の利用しやすい環境整備を進め，地域における学びや居場所の充実を図ります。 公民館 21

4-1-2 地域の身近な場所で学ぶことができる環境の充実を図ります。
社会教育課
公民館
図書館

21・22

4-2-1 世代を超えた交流や仲間づくり活動ができる機会の充実を図ります。
社会教育課
公民館

23

4-2-2 図書館の利便性や利用率の向上を図るとともに，図書資料の充実・機能強化に向けた検討を行います。 図書館 24

③学びを活かす機会の充実 4-3-1 市民が自らの経験を活かし，活躍できる仕組みを検討します。
社会教育課
公民館
図書館

24・25

④スポーツへの参加機会の充実 4-4-1 スポーツを楽しむきっかけをつくるとともに，スポーツ活動への興味・関心を高め，参加と仲間づくりを推進します。
指導室

社会教育課
26

4-5-1 障がい者スポーツを含めた生涯スポーツの推進を図り，体力向上や生きがいづくりにつなげます。 社会教育課 27

4-5-2 個人や団体の育成，スポーツ指導員の資質向上を図るとともに，体育施設の計画的な改修等を行います。 社会教育課 27

5-1-1 狛江の歴史を身近に感じ，狛江への愛着や歴史に関心を持つきっかけづくりを行います。
指導室

社会教育課
28

5-1-2
文化財等を適切に保管，継承しつつ，効果的に公開・活用できるような保管・展示場所の確保について，具体的に検討しま
す。

社会教育課 29

②文化財の活用の推進 5-2-1 誰もが狛江の歴史を身近に感じられるような取組みを推進します。 社会教育課 29

③伝統文化の保存と活用 5-3-1 地域に伝わる文化を生かした事業を推進します。 社会教育課 30

31

34

（５）歴史への
理解と継承

①歴史の継承・文化財の保存

②学習環境の整備

③個に応じた教育の実現に向けた環境整備

（４）生涯を通じた学
びの充実

①学びの環境づくり

②生涯を通じた学びの実現

⑤ライフステージに応じたスポーツの推進

参考資料

（３）教育環境
の整備

「持続可能な社会」（SDGｓ）の実現に向けた取組み
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1-1-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 17,950 千円） R3 （事業費 17,950 千円） R4 （事業費 17,950 千円）

1-1-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 117 千円） R3 （事業費 117 千円） R4 （事業費 117 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
いじめ問題等対策推進（指導室）

・道徳教育推進協議会
・道徳授業地区公開講座
・いじめ問題対策推進

・道徳教育推進究協議会
・道徳授業地区公開講座
・いじめ問題対策推進

・道徳教育推進協議会
・道徳授業地区公開講座
・いじめ問題対策推進

 道徳教育及び「特別の教科 道徳」の指導の充実や道徳授業地区公開講座
の開催等を通して，道徳的諸価値の理解をはじめ，道徳的な判断力や心情，
実践意欲・態度の向上を図る。

 道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を
多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める
学習を通して，児童・生徒の道徳的な判断力，心情，実践意
欲・態度が向上している。

・「人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例」を踏まえた人権教
育の充実を目指し，人権尊重教育推進校での実績（平成31年度・令和２年度）
を共有することや，人権教育悉皆研修をとおし，教員の指導力を向上させる。
・多様性（ダイバーシティ教育），社会的包摂性（ソーシャルインクルージョ
ン）の理解促進，自尊感情・自己肯定感を高める教育活動を推進し，平和を願
い，互いの生命や人格・人権を尊重し，他者を思いやる心をはぐくむ。

・教員の人権感覚がいっそう高まることにより，各学校におけ
る人権教育の充実が図られている。
・全児童・生徒が各種人権課題に関する正しい知識を身に付け
るとともに，多様性や社会的包摂性の理解が促進され，自他共
に大切にしようとする態度がはぐくまれている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

平和を願い，互いの生命や人格・人権を尊重し，他者を思いやる心をはぐくむ人権教育を推進します。

教育研究推進（指導室）
人権尊重教育推進（指導室）
国際理解教育推進（指導室）
いじめ問題等対策推進（指導室）

・人権尊重教育悉皆研修
・人権教育推進委員会
・人権尊重教育推進校（一小）
・国際理解教育推進
・いじめ問題対策推進
・道徳教育推進協議会
・青少年健全育成連絡会

・人権尊重教育悉皆研修
・人権教育推進委員会
・国際理解教育推進
・いじめ問題対策推進
・道徳教育推進協議会
・青少年健全育成連絡会

・人権尊重教育悉皆研修
・人権教育推進委員会
・国際理解教育推進
・いじめ問題対策推進
・道徳教育推進協議会
・青少年健全育成連絡会

道徳的な判断力や心情，実践意欲・態度の向上に資する道徳教育を推進します。

4



1-1-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 4,824 千円） R3 （事業費 4,824 千円） R4 （事業費 4,824 千円）

1-2-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 505,320 千円） R3 （事業費 177,517 千円） R4 （事業費 177,517 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
学力調査（指導室）
特別支援教育推進（指導室）
笑育（指導室）
教育研究推進（指導室）
情報教育推進（指導室）

・NRT，全国学力・学習状況調査
・hyper-QUアンケート，hyper-QU担当者会
・授業コンサルティング
・プログラミング教育
・各種職層，年次研修
・狛江の教育21研究協力校（一中）
・狛江市教育研究奨励校（三小・二中）
・情報教育推進

・NRT，全国学力・学習状況調査
・hyper-QUアンケート，hyper-QU担当者会
・授業コンサルティング
・プログラミング教育
・各種職層，年次研修
・狛江の教育21研究協力校
・狛江市教育研究奨励校
・情報教育推進

・NRT，全国学力・学習状況調査
・hyper-QUアンケート，hyper-QU担当者会
・授業コンサルティング
・プログラミング教育
・各種職層，年次研修
・狛江の教育21研究協力校
・狛江市教育研究奨励校
・情報教育推進

・全国標準学力調査（NRT），全国学力・学習状況調査，hyper-QU等各種調査の結
果を活用し，一人ひとりの子どもの能力を適切に把握し，「主体的・対話的で深い学
び」の実現を目指した授業改善により，すべての子どもの学びを保障する。
・新学習指導要領で育成を目指す「未知の問題にもチャレンジし，他者と協働して課
題を解決する力」の育成や，プログラミング教育や笑育などの教科等横断的な学習の
充実を図るため，カリキュラム・マネジメントの推進をとおして，確かな学力の定着
と個々の能力の伸張を図る。

・すべての子どもの学びを保障する学習システムが構築されている。
・全国学力・学習状況調査及び東京都の意識調査等における，新学習指
導要領で育成を目指す資質・能力に関するアンケート内容について，肯
定的な回答の割合が東京都及び全国平均を上回っている。
・各学校がカリキュラム・マネジメントを確実に推進し，教科等横断的
な学習が充実することによって，未知の問題にもチャレンジし，他者と
協働して課題を解決する力の育成が図られている。

・「狛江市いじめ防止基本方針」及び各学校のいじめ防止基本方針を基に，
「いじめ」の理解，生命の尊さを学ぶ授業等を行うことをとおして，いじめ
や自殺の未然防止を図る。
・hyper-QUをはじめ，各種アンケートの活用等により子どもが安心して生
活できる学級・学校風土を創出する。

・適切な児童・生徒理解，SOSの出し方に関する教育の推進等
により，自殺予防に努めており，児童・生徒の自殺が未然に防
止されている。
・いじめの未然防止を図り，hyper-QUにおける侵害行為認知
群，不満足群・要支援群について，平成31年度を規準として，
全体に占める割合が減少している。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

いじめ防止や自殺対策に資する教育を推進します。

特別支援教育推進（指導室）
いじめ問題等対策推進（指導室）・hyper-QUアンケート

・hyper-QU担当者会
・授業コンサルティング
・生活指導主任会
・いじめ問題対策委員会
・SOSの出し方に関する教育

・hyper-QUアンケート
・hyper-QU担当者会
・授業コンサルティング
・生活指導主任会
・いじめ問題対策委員会
・SOSの出し方に関する教育

・hyper-QUアンケート
・hyper-QU担当者会
・授業コンサルティング
・生活指導主任会
・いじめ問題対策委員会
・SOSの出し方に関する教育

新学習指導要領の主旨を踏まえた，確かな学力の定着と個々の能力の伸張を図ります。
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1-2-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 0 千円） R3 （事業費 0 千円） R4 （事業費 0 千円）

1-2-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 6,773 千円） R3 （事業費 6,773 千円） R4 （事業費 862 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
オリンピック・パラリンピック教育推進
（指導室）
教育研究推進（指導室）
体力向上推進（指導室）

・オリンピック・パラリンピック教育
・狛江市夏季教職員研修会 代替検討
・各種職層，年次研修
・中学生「東京駅伝」大会（中止の可能性あり）
・がん教育
・地域人材等を活用したがん教育・食に関する指導

・オリンピック・パラリンピック教育
・各種職層，年次研修
・がん教育
・地域人材等を活用したがん教育・食に関する指導

・各種職層，年次研修
・がん教育
・地域人材等を活用したがん教育・食に関する指導

・体育・保健体育指導の充実を図る研修会による教員の指導力向上を図り，自己
の運動習慣，健康状況の理解など，健康の保持・増進，体力の向上を図る。
・栄養教諭（栄養士）と学級担任の連携及び農家の方など地域の人材を活用し，
食に関する指導を充実させ，子どもが生涯にわたって健やかに生きるための基礎
を培う。
・アスリートの招へいや交流をとおした，オリンピック・パラリンピック教育に
おける学校レガシー（スポーツ志向）を構築する。

・国及び都の生活・運動習慣等に関する調査項目の中で，一日の運動
時間，運動の好き嫌い，朝食の摂取等の項目について，平成31年度の
数値を基準に，それぞれの数値が改善され，継続的に運動に取り組む
児童・生徒が増加している。
・各学校において，年間計画に基づき，食に関する指導が確実に実施
されている。
・オリンピック・パラリンピック教育における学校レガシー（スポー
ツ志向）を糧として，豊かなスポーツライフの基礎が培われている。

 新型コロナウイルス，インフルエンザ等の感染症に対し，その発生状況を
把握しながら，適格かつ迅速に対応するとともに，これまでの対策等で得ら
れた課題を整理し，今後の対応に生かすことで，子どもの安心安全な教育環
境の確保を図る。
児童・生徒の健康診断データの蓄積等により，適切かつ継続的な対応につな
げていく。

・学校欠席者情報収集システムを活用することにより，地域全
体での感染症の流行状況を把握し，早期に対応することを可能
とする。
・学校健診情報を可視化することで，個人の健康増進に役立て
るとともに狛江市と他自治体との傾向を比較し，特色に応じた
保健指導を可能とする。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

健康の保持・増進，体力の向上を図る教育を推進します。

・感染症対策の課題整理
・学校欠席者情報収集システムの導入
・健康診断結果のデータ化

・感染症対策のまとめ，ローリング
・学校欠席者情報収集システムの運用
・健康診断結果のデータ化

・感染症対策のローリング
・学校欠席者情報収集システムの運用
・健康診断結果のデータ化

健康の保持・増進，体力の向上を図る教育を推進します。
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1-2-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 8,241 千円） R3 （事業費 8,241 千円） R4 （事業費 2,250 千円）

1-2-4 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 0 千円） R3 （事業費 2,101 千円） R4 （事業費 2,101 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
笑育（指導室）

・多摩川や野川等の活用
・学校の環境配慮型施設の活用
・環境政策課との連携（生物多様性に関する小学校副読
本作成）
・笑育

・多摩川や野川等の活用
・学校の環境配慮型施設の活用
・環境政策課との連携（生物多様性に関する小学校副読
本活用，環境サミット）
・笑育

・多摩川や野川等の活用
・学校の環境配慮型施設の活用
・環境政策課との連携（生物多様性に関する小学校副読
本活用，環境サミット）
・笑育及び笑育の効果検証

・「持続可能な社会」（SDGs）の達成に向けて「持続可能な開発のための教育」
（ESD）をとおして，環境，貧困，人権，平和，開発等の様々な問題の解決につなが
る，新たな価値観や行動を生み出す力や，「持続可能な社会」を創造する力をはぐく
む。
・各教科等の学習及び環境政策課作成の「生物多様性に関する副読本（仮称）」の活
用をとおして，環境保全の重要性の理解を深められるようにする。
・「笑育」では，笑いを表出する過程で自己肯定感を高めたり，人と関わる気持ちを
はぐくむことで，良好な人間関係を構築する資質・能力の基礎を培う。

・児童・生徒に，生命や自然に対する感受性や，身近な環境から地球
規模の環境へとつなげる豊かな想像力，それを大切に守ろうとする態
度が養われている。
・一人ひとりの児童・生徒が自分のよさや可能性を認識できることに
より自己肯定感が高まり，人と関わる気持ちをはぐくみ，良好な人間
関係が築けている。

・キャリア教育，主権者教育等の充実を図り，社会的・職業的自立に向けた
能力・態度を育成し，共に社会をつくり支える資質・能力の向上を目指す。
・プログラミング教育や笑育などの体験的かつ教科等横断的な学習の充実を
図り，新学習指導要領が目指す「他者と協働して課題を解決する力」の育成
を目指す。
・ボランティア活動をとおした，オリンピック・パラリンピック教育におけ
る学校レガシー（ボランティア・マインド）を構築する。
・世界の中の日本人としての自覚をもち，他国を尊重し国際的な視野に立っ
て，世界の平和と人類の発展に寄与できる資質・能力の育成を目指す。

・子どもが自らの力で生き方を選択していくことができるよう，キャ
リア発達を支援し，自分が自分として生きるための願いを実現させよ
うとする態度がはぐくまれている。
・子どもが主権者として社会の中で自立し，他者と連携・協働しなが
ら社会を生き抜く力や，社会の構成員の一人として課題を解決できる
力が身に付いている。
・オリンピック・パラリンピック教育における学校レガシー（ボラン
ティア・マインド）を糧として，共に社会をつくり支える資質・能力
がはぐくまれている。
・他国を尊重し国際的視野に立って世界の平和と人類の発展に貢献し
ようとする資質・能力がはぐくまれている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

共に社会をつくり支える資質・能力の向上に資する教育を推進します。

主権者教育推進（指導室）
オリンピック・パラリンピック教育推進
（指導室）
プログラミング教育（指導室）
笑育（指導室）

・キャリア教育（職場体験，キャリア･パスポート）
・主権者教育推進
・オリンピック・パラリンピック教育
・プログラミング教育 ・笑育
・道徳教育

・キャリア教育（職場体験，キャリア･パスポート）
・主権者教育推進
・オリンピック・パラリンピック教育
・プログラミング教育 ・笑育
・道徳教育

・キャリア教育（職場体験，キャリア･パスポーﾄ）
・主権者教育推進
・プログラミング教育 ・笑育
・道徳教育

社会の変化に対応し，よりよい未来を自ら切り開く力をはぐくむ教育を推進します。
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1-2-5 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 2,709 千円） R3 （事業費 2,709 千円） R4 （事業費 2,709 千円）

1-3-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 22,433 千円） R3 （事業費 22,433 千円） R4 （事業費 16,442 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
国際理解教育推進（指導室）
オリンピック・パラリンピック教育推進
（指導室）

・東京グローバル・ゲートウェイ
・オンライン・スピーキング・トレーニング
・オリンピック・パラリンピック教育
・外国語指導助手の派遣
・キャリア教育

・東京グローバル・ゲートウェイ
・オンライン・スピーキング・トレーニング
・オリンピック・パラリンピック教育
・外国語指導助手の派遣
・キャリア教育

・東京グローバル・ゲートウェイ
・オンライン・スピーキング・トレーニング
・外国語指導助手の派遣
・キャリア教育

・東京グローバルゲートウェイ（TGG）の活用，オンラインスピーキングトレーニン
グの実施，海外学校等との交流，オリンピック・パラリンピック教育（豊かな国際感
覚） 等をとおして，外国語教育の充実とコミュニケーション能力の向上を図る。
・生徒とオンラインでスピーキングトレーニングができるように，外国語指導助手
（ALT）と教員が共同でデジタルコンテンツを作成（Youtube等）し，生徒のコミュ
ニケーション能力をはぐくむ。
・グローバルに活躍できる資質・能力をはぐくむため，子どもが各取組みを自己の
キャリア形成の方向性と関連付けながら，見通しをもったり振り返ったりする機会を
充実させる。

・生徒が外国語教育に関心をもち，自らがコミュニケーション能力等
が養われている。
・デジタルコンテンツの利用によって，生徒のコミュニケーション能
力がはぐくまれている。
・子どもが各取組みをとおして，グローバル人材としての将来の生活
や社会，職業などとの関連を意識し，自己の生き方についての関心を
高めている。

・各学校においてセーフティ教室の実施，SNS東京ノートの活用等を推進するととも
に，生活指導主任会で各種の安全教育に関する情報交換・協議等をとおし，災害や事
故等の発生・対処の理解，インターネット・SNS 等の利用によるトラブル，犯罪防
止など，学校内外における生活全般に関する安全教育を充実させる。
・狛江市の地域特性に基づく水害等の歴史とともに，子どもが風水害のリスクを正し
く理解し，いざというときに適切な防災行動をとれるよう，「東京マイ・タイムライ
ン」等を活用した防災教育を充実させる。

・全ての児童・生徒に対し，日常生活全般における安全確保の
ために必要な事項を実践的に理解させ，自他の生命尊重を基盤
として，生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培われている。
・適切な防災行動に基づき，進んで安全で安心な社会づくりに
貢献しようとする資質・能力がはぐくまれている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

学校内外における生活全般に関する安全教育をより一層推進します。

教育研究推進（指導室）
社会科副読本（指導室）・生活指導主任会

・セーフティ教室
・青少年健全育成連絡会
・学校と家庭の連携推進
・東京マイ・タイムライン
・社会科副読本

・生活指導主任会
・セーフティ教室
・青少年健全育成連絡会
・学校と家庭の連携推進
・東京マイ・タイムライン
・社会科副読本

・生活指導主任会
・セーフティ教室
・青少年健全育成連絡会
・学校と家庭の連携推進
・東京マイ・タイムライン
・社会科副読本

グローバルに活躍できる資質・能力を伸ばす教育を推進します。

8



1-3-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,952 千円） R3 （事業費 1,952 千円） R4 （事業費 1,952 千円）

1-3-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 222千円） R3 （事業費 222 千円） R4 （事業費 222 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
文化財保護関係費（社会教育課）

・こまえ文化財ガイドの作成・配布
・小学校への出前学習
・小学生対象の体験学習の実施

・こまえ文化財ガイドの作成・配布
・小学校への出前学習
・小学生対象の体験学習の実施

・こまえ文化財ガイドの作成・配布
・小学校への出前学習
・小学生対象の体験学習の実施

 小学校への出前学習や小学生を対象とした古民家園における体験学習，
小・中学生を対象とした文化財ガイドの作成・配布を通じて，次世代を担う
子どもたちに，狛江の歴史や文化財に触れる機会を提供していく。

 市内の子どもたちの市の歴史や文化財等に対する関心がより
高まっている。

・自分たちが生まれ育った町に対して誇りをもち，住み続けたいと思える町づくり
に，将来貢献できる資質・能力を身に付けるため，地域のよさや特徴について，地域
の人たちとの交流を通じて，その未来像を考える態度を養う。
・社会科副読本「わたしたちの狛江市」の活用や，生活科，社会科，総合的な学習の
時間を中心とした地域学習をとおして，日本や狛江市の伝統・文化の理解を促進し，
国や郷土を愛する心の涵養を図る。
・社会科副読本「わたしたちの狛江市」について毎年改訂を行うとともに，適切に指
導できるよう教員向け資料を作成する。
・絵手紙を作成することをとおして絵手紙を知ることや，狛江市の絵手紙の歴史につ
いても学習することで，狛江市の伝統・文化を理解しながら狛江市に対する郷土愛を
はぐくむ。

・児童・生徒が，自分たちが暮らす狛江市に関する探究的な学習に取
り組むとともに，互いのよさを生かしながら，持続可能な社会を実現
するために積極的に社会に参画しようとしている。
・児童・生徒自らが狛江市の地理や歴史に興味を抱き，自分で調べる
ことをとおしながら地域との連携を図って情報を収集した上で，調べ
たことや自分の考えを市内学校等に発信できる力がはぐくまれてい
る。
・絵手紙について学習することで，狛江市の伝統・文化を理解しなが
ら狛江市に対する郷土愛がはぐくまれている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

日本や狛江市の伝統・文化の理解を促進し，国や郷土を愛する心の涵養を図ります。

副読本関係費（指導室）
・特色ある教育活動（各学校）
・教務主任会（カリキュラム・マネジメント）
・社会科副読本「わたしたちの狛江市」
・絵手紙教室
・コマエ×コドモ×ミライ（未来戦略室）

・特色ある教育活動（各学校）
・教務主任会（カリキュラム・マネジメント）
・社会科副読本「わたしたちの狛江市」
・絵手紙教室
・コマエ×コドモ×ミライ（未来戦略室）

・特色ある教育活動（各学校）
・教務主任会（カリキュラム・マネジメント）
・社会科副読本「わたしたちの狛江市」
・絵手紙教室
・コマエ×コドモ×ミライ（未来戦略室）

日本や狛江市の伝統・文化の理解を促進し，国や郷土を愛する心の涵養を図ります。
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1-3-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 2,433 千円） R3 （事業費 2,433 千円） R4 （事業費 2,433 千円）

1-3-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 6,750 千円） R3 （事業費 6,750 千円） R4 （事業費 6,750 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
連合行事・音楽鑑賞関係費（指導室）

・絵手紙教室
・音楽鑑賞教室
・連合音楽会

・絵手紙教室
・音楽鑑賞教室
・連合音楽会

・絵手紙教室
・音楽鑑賞教室
・連合音楽会

 芸術，絵手紙教室等の実施をとおして，狛江らしい文化活動に身近に触れ
る機会を提供し，情操･芸術教育の充実を図る。

 多様な表現や鑑賞の活動等が継続され，豊かな心や創造性の
涵養を目指した教育が充実している。

 プロのアーティストを市立小学校へ派遣しワークショップやミニコンサー
ト等身近で迫力ある音楽に触れる機会を提供する音楽体験事業（アウトリー
チ）と，派遣したアーティストが市民ホール等で開催する特別公演（ガラコ
ンサート）を一体的に実施することで，音楽の素晴らしさを伝えるととも
に，学習意欲の向上，豊かな情操を培う。さらに小・中学校が保有する楽器
を計画的に修繕・整備し，各学校の音楽の授業や鼓笛隊，ブラスバンド，吹
奏楽部等の活発な取組みを促す。

・音楽体験授業（アウトリーチ）及び特別公演（ガラコンサー
ト）等が定例的に実施されるとともに，計画的に楽器整備やメ
ンテナンスが適切に実施されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

芸術や狛江らしい文化活動に身近に触れる機会を提供し，情操･芸術教育を推進します。

教育振興費（学校教育課）
・音楽体験授業（アウトリーチ）及び特別公演
（ガラコンサート）の実施
・楽器修繕，楽器の調査（現状把握）及び今後の
方向性検討

・音楽体験授業（アウトリーチ）及び特別公演
（ガラコンサート）の実施
（ガラコンサートは，エコルマホール工事中のた
め，他の場所での開催を検討）
・楽器修繕，方向性に基づく対応

・音楽体験授業（アウトリーチ）及び特別公演
（ガラコンサート）の実施
・楽器修繕，方向性に基づく対応

芸術や狛江らしい文化活動に身近に触れる機会を提供し，情操･芸術教育を推進します。
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1-3-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,351 千円） R3 （事業費 1,351 千円） R4 （事業費 1,351 千円）

2-1-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 2,478 千円） R3 （事業費 2,913 千円） R4 （事業費 2,913 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
教育委員会広報関係費（学校教育課）
指導一般事務費（指導室）・教育委員会広報誌ガク☆チキの発行

・教育委員会ホームページのリニューアル
・市ホームページや教育委員会ホームページの活用
・各学校におけるホームページの活用
（教育活動の紹介，動画によるメッセージ配信等）
・配布場所増設の検討
・「狛江市の特色ある学校教育事業」リーフレット

・教育委員会広報誌ガク☆チキの発行
・市ホームページや教育委員会ホームページの活用
・各学校におけるホームページの活用
（教育活動の紹介，動画によるメッセージ配信等）
・配布場所増設の検討
・「狛江市の特色ある学校教育事業」リーフレット

・教育委員会広報誌ガク☆チキの発行
・市ホームページや教育委員会ホームページの活用
・各学校におけるホームページの活用
（教育活動の紹介，動画によるメッセージ配信等）
・「狛江市の特色ある学校教育事業」リーフレット

・教育委員会広報誌「ガク☆チキ」などの各種広報やホームページの充実，
学校経営目標の明確化と地域への説明など，教育活動について家庭・地域へ
の適切な情報提供と丁寧な説明を行う。
・学校や教育活動をより興味を持ってもらえるような内容で発信することに
より，家庭・地域への理解や連携・協働を促進する。

・編集委員会方式によるガク☆チキが継続発行（年２回）さ
れ，配布場所が増設されているとともに，全小・中学校の紹介
終了している。
・教育委員会及び学校ホームページの機能充実及び定期的な情
報発信が行われ，平成31年度を基準に閲覧数が増加している。

芸術や狛江らしい文化活動に身近に触れる機会を提供し，情操･芸術教育を推進します。

 地域の人材を活用した地域学校協働活動として市民活動支援センター（こ
まえくぼ1234）と連携し，地域の人材の発掘・育成を進め，学校をはじめ
とした教育分野における地域人材の活用を推進する。

 地域人材を活用した文化・芸術の特別授業の提供や，事業実
施時のサポート体制が整備されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
学校支援ボランティア推進（社会教育
課） 地域学校協働活動をオール狛江で推進するため

の体制整備
 地域学校協働活動をオール狛江で推進するため
の体制整備

 地域学校協働活動をオール狛江で推進するため
の体制整備

教育活動について家庭・地域への適切な情報提供と丁寧な説明を行います。
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2-1-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,544 千円） R3 （事業費 1,544 千円） R4 （事業費 1,484 千円）

2-1-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,591 千円） R3 （事業費 1,591 千円） R4 （事業費 1,591 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
学校運営改善・発展のための事業（指導
室）
学校支援ボランティア推進（社会教育
課）

・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・地域学校協働活動をオール狛江で推進するための
体制整備（統括コーディネーターの配置）
・センター方式での外部講師による特別授業の提供
・狛江市立小・中学校コミュニティ・スクール導入
検討会

・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・地域学校協働活動をオール狛江で推進するための
体制整備（統括コーディネーターの配置）
・センター方式での外部講師による特別授業の提供
・狛江市立小・中学校コミュニティ・スクール導入
検討会

・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・地域学校協働活動をオール狛江で推進するための
体制整備（統括コーディネーターの配置）
・センター方式での外部講師による特別授業の提供
・狛江市立小・中学校コミュニティ・スクール導入
検討会

・地域の人材を活用した地域学校協働活動として市民活動支援センター（こまえくぼ
1234）と連携し，地域の人材の発掘・育成を進め，学校をはじめとした教育分野に
おける地域人材の活用を推進する。
・地域学校協働活動推進事業の活用や学校運営連絡協議会，育成会，PTAとの連携な
ど，地域の特性を生かした協働のあり方を検討し，地域との連携・協働を推進する。
・コミュニティースクールの取組みを研究し，今後の地域の人材を活用した学校運営
のあり方を検討する。

・地域学校協働活動推進事業が全校展開され，各学校の全学年
において地域と連携した取組みが行われている。
・地域人材等を外部講師として活用した特別授業のパッケージ
を取り揃えて各校へ提供し，利用されている。

・学校運営連絡協議会，第三者評価委員会，学校評価等を積極的に活用し，
学校運営の改善と発展を目指し，教育活動の改善・充実を図る。
・各学校がカリキュラム・マネジメントを確立させ，組織的かつ計画的に，
各種の教育課題への対応を図ることをとおして，教育活動の質を向上させ
る。

・学校運営連絡協議会，第三者評価委員会，学校評価等の意見，助言
を反映した教育課程の編成等がより効果的に行われ，それぞれの改善
点について学校が論理的に説明できる。
・各学校が「教科等横断的な学習」，「PDCAサイクルの確立と活用に
基づいた教育活動の質的向上」，「物的・人的資源の活用」を柱とし
たカリキュラム・マネジメントを推進している。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

学校評価を積極的に活用し，教育活動の改善・充実を図ります。

学校運営改善・発展のための事業（指導
室）
教育研究推進（指導室）

・学校運営連絡協議会
・第三者評価委員会
・学校評価
・狛江の教育21研究協力校（一中）
・教務主任会
・教育研究推進（図書）

・学校運営連絡協議会
・第三者評価委員会
・学校評価
・狛江の教育21研究協力校（一中）
・教務主任会
・教育研究推進（図書）

・学校運営連絡協議会
・第三者評価委員会
・学校評価
・教務主任会
・教育研究推進（図書）

地域の特性を生かした協働のあり方を検討し，地域との連携・協働を推進します。
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2-1-4 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 25,907 千円） R3 （事業費 25,907 千円） R4 （事業費 25,907 千円）

2-2-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 16,051 千円） R3 （事業費 16,051 千円） R4 （事業費 16,051 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
部活動助成（指導室）
学校運営改善・発展のための事業（指導
室）

・部活動指導員
・外部指導員
・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・セーフティ教室

・部活動指導員
・外部指導員
・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・セーフティ教室

・部活動指導員
・外部指導員
・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・セーフティ教室

 部活動指導員の活用等による学校支援など，専門家や地域人材の活用を図
り，部活動をはじめとする教育活動等の充実や関係部局・機関との連携を図
る。

・部活動指導員の積極的活用を図り，より質の高い部活動が行
われている。
・地域学校協働活動推進事業の活用を促進し，地域・家庭・学
校が一体となった教育活動を推進できている。

・個人面談，保護者会，道徳授業地区公開講座等の機会をとおして，保護者
と連携を図り，家庭で培う基本的な生活習慣を通じた協働，家庭の実情に
合った協働のあり方を検討し，家庭と協働して生きる力をはぐくむ。
・各学校が専門教育相談員やスクールカウンセラー，スクールソーシャル
ワーカーとの連携を図り，必要に応じて保護者を交えたケース会議を開催す
るなどして，家庭の役割と責任を明確にしつつ，関係機関からの支援を充実
させる。

・各学校が家庭で培う基本的な生活習慣を通じた協働，家庭の
実情に合った協働のあり方の研究を進め，子どもの生きる力を
はぐくむための学校と家庭の協働方針が策定されている。
・各学校と関係機関の連携のあり方が確立され，適切な支援を
講じることにより，家庭の役割と責任が明確化されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

家庭の実情に合った協働のあり方を検討し，家庭と協働して生きる力をはぐくみます。

特別支援教育推進（指導室）
教育研究推進（指導室）
教育相談関係費（教育支援課）

・個人面談及び保護者会 ・教育相談
・SNS東京ルール
・道徳授業地区公開講座
・hyper-QU（個人面談，ケース会議等資料）
・青少年健全育成連絡会
・不登校・教育相談対策委員会

・個人面談及び保護者会 ・教育相談
・SNS東京ルール
・道徳授業地区公開講座
・hyper-QU（個人面談，ケース会議等資料）
・青少年健全育成連絡会
・不登校・教育相談対策委員会

・個人面談及び保護者会 ・教育相談
・SNS東京ルール
・道徳授業地区公開講座
・hyper-QU（個人面談，ケース会議等資料）
・青少年健全育成連絡会
・不登校・教育相談対策委員会

専門家や地域人材の活用を図り，部活動をはじめとする教育活動等の充実や関係部局・機関との連携を推進します。
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2-2-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,351 千円） R3 （事業費 1,351 千円） R4 （事業費 1,351 千円）

2-2-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 794 千円） R3 （事業費 794 千円） R4 （事業費 794 千円）

専門家や地域人材の活用を図り，部活動をはじめとする教育活動等の充実や関係部局・機関との連携を推進します。

 地域学校協働活動推進事業，学校運営連絡協議会，学校評価・第三者評価
等を活用し，地域の教育活動への参画と評価を推進し，地域の願いや子ども
たちの声を生かした学校経営を推進する。

・各種調査結果やデータ等に基づき，児童の姿や学校及び地域
の現状，保護者や地域住民の意向等が把握できている。
・全学校の全教職員がカリキュラム・マネジメントについて理
解し，教育課程の編成を含めたカリキュラム・マネジメントに
関わる取組みができている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

 地域の人材を活用した地域学校協働活動として市民活動支援センター（こ
まえくぼ1234）と連携し，地域の人材の発掘・育成を進め，学校をはじめ
とした教育分野における地域人材の活用を推進する。

 地域人材等が外部講師・指導員として学校の教育活動に利用
されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
学校支援ボランティア推進（社会教育
課）・地域学校協働活動をオール狛江で推進するため

の体制整備（統括コーディネーターの配置）
・市民活動支援センターを活用した地域学校協働
活動者登録を行う。

・地域学校協働活動をオール狛江で推進するため
の体制整備（統括コーディネーターの配置）
・市民活動支援センターを活用した地域学校協働
活動者登録を行う。

・地域学校協働活動をオール狛江で推進するため
の体制整備（統括コーディネーターの配置）
・市民活動支援センターを活用した地域学校協働
活動者登録を行う。

学校運営改善・発展のための事業（指導
室）・地域学校協働活動推進事業

・学校運営連絡協議会
・学校評価
・第三者評価

・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・学校評価
・第三者評価

・地域学校協働活動推進事業
・学校運営連絡協議会
・学校評価
・第三者評価

地域の願いや子どもたちの声を生かした学校経営を推進します。
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3-1-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,865 千円） R3 （事業費 1,865 千円） R4 （事業費 1,865 千円）

3-1-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 498,630 千円） R3 （事業費 170,827 千円） R4 （事業費 170,827 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
教育研究推進（指導室）
学校運営改善・発展のための事業（指導
室）
情報教育推進（指導室）

・指導室訪問
・各種主任会，研修会
・地域学校協働活動推進事業
・第三者評価委員会
・狛江の教育21研究推進校（一中）
・情報教育推進

・指導室訪問
・各種主任会，研修会
・地域学校協働活動推進事業
・第三者評価委員会
・狛江の教育21研究推進校（一中）
・情報教育推進

・指導室訪問
・各種主任会，研修会
・地域学校協働活動推進事業
・第三者評価委員会
・情報教育推進

・学校経営計画の具現化への支援をはじめ，各種主任会，研修会等でカリキュラム・
マネジメントの推進に関する内容を取り上げ，教育課程の改善・充実を図る。また，
地域学校協働活動推進事業の拡大を図り，地域全体で子どもたちの成長を支え，地域
を創生する活動の推進など，学校の創意を生かし，子どもや保護者，地域にとって魅
力ある学校づくりを推進する。
・情報端末の整備に伴い，異校種・海外・各種専門家等との連携（オンラインを含
む）を充実させ，児童・生徒が多用な考えに触れる機会の充実を図る。

 各種主任会，研修会等でカリキュラム・マネジメントの推進
に関する内容を取り上げ，ICTを含む様々なツールを駆使して
各教科等での学びをつなぎ探究する教育課程の編成に全教職員
が関わっている。その上で，各学校が児童・生徒，地域，保護
者の実態やニーズに合わせた，次代に生きる子どもたちをはぐ
くみ，特色ある教育活動が展開されている。

 人事考課制度の効果的活用を図る。また，時代のニーズに合わせた研修内
容の精選・焦点化，研修の形式（集合研修・オンライン研修），OJT，
OFF-JTのあり方を検討し，より効果的な研修を行えるようにし，教員の資
質・能力の向上を図る。

・集合研修の他，オンライン研修等，新たな研修形態が確立し
ている。
・各学校におけるミドルリーダーを育成する研修を充実させ，
若手教員へのOJTが充実している。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

研修及び教育研究への支援を充実し，教員の資質・能力の向上を図ります。

教育研究推進（指導室）
・各種職層，年次研修
・人事考課制度

・各種職層，年次研修
・人事考課制度

・各種職層，年次研修
・人事考課制度

学校の創意を生かし，子どもや保護者，地域にとって魅力ある学校づくりを推進します。
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3-1-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 135,820 千円） R3 （事業費 132,487 千円） R4 （事業費 132,487 千円）

3-1-4 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 5,167 千円） R3 （事業費 9,122 千円） R4 （事業費 9,122 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
学校安全対策費（学校教育課）
こどもかけこみ110番（社会教育課）・通学路安全対策会議の実施

・防犯カメラの設置及び運用
・デジタル地図の活用，情報更新
・こどもかけこみ110番保険加入
・こどもかけこみ110番事業補助金

・通学路安全対策会議の実施
・防犯カメラの設置及び運用
・デジタル地図の活用，情報更新
・防犯カメラの更新（Ｈ27年度設置分）
・こどもかけこみ110番保険加入
・こどもかけこみ110番事業補助金

・通学路安全対策会議の実施
・防犯カメラの運用
・デジタル地図の活用，情報更新
・防犯カメラの更新（Ｈ28年度設置分）
・こどもかけこみ110番保険加入
・こどもかけこみ110番事業補助金

・通学路上に防犯カメラを設置し，児童・生徒の登下校時等の安全確保を図る。ま
た，教育委員会・市長部局・市内小・中学校においてデジタル地図を活用することに
より，同一情報をリアルタイムで共有することを可能とすることで通学路等における
危険箇所をいち早く把握し，安全管理の充実を図る。
・狛江市立学校PTA連合会が主催するこどもかけこみ110番事業を引き続き支援し，
設置協力者件数の増加を図る。

・市内全域において，防犯カメラを50台設置し，設置済みの防犯カメ
ラのうち，耐用年数を超えたものについて順次更新を行うことによ
り，継続的な運用を図る。
・デジタル地図を活用し，最新情報を共有しながら通学路安全対策会
議での議論等も踏まえ，適切な安全対策を行う。
・こどもかけこみ110番の設置協力者件数が増加している。

・教員一人ひとりの心身の健康保持の実現と誇りとやりがいを持って職務に従事
できる環境を整備することにより，持続可能な学校指導体制づくりを推進する。
・部活動指導員の活用等教員の負担軽減，ICT環境の整備，校務支援システムの
充実等を図り，学校における働き方改革の推進を推進し，持続可能な学校指導体
制づくりを推進する。
・教職員の出退勤を管理することによって，教員一人ひとりが勤務時間を適切に
把握することにより，勤務時間に対する意識を高め，働き方改革を推進する。

 必要な人材配置，ICT環境整備等を推進し，校務改善を図
り，「学校の働き方改革プラン」に示す目標値が達成してい
る。教員が児童・生徒と関わる時間を確保することで，職務へ
の「やりがい」が生まれ，持続可能な学校の指導体制が構築さ
れている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

持続可能な学校指導体制づくりを推進します。

一般事務費（学校教育課）
小・中学校学校維持管理費（学校教育
課）
部活動助成（指導室）
情報教育推進費（指導室）
指導一般事務費（指導室）

・学校における働き方改革プランの改定
・部活動指導員
・外部指導員
・ICT環境整備
・校務支援システム
・教職員出退勤管理システムの導入・運用
・一斉閉庁
・音声対応装置
・学校施設・設備の維持管理業務包括委託

・２期プランに基づく取組みの推進
・部活動指導員
・外部指導員
・ICT環境整備
・校務支援システム
・教職員出退勤管理システムの運用
・一斉閉庁
・音声対応装置
・学校施設・設備の維持管理業務包括委託

・２期プランに基づく取組みの推進
・部活動指導員
・外部指導員
・ICT環境整備
・校務支援システム
・教職員出退勤管理システムの運用
・一斉閉庁
・音声対応装置
・学校施設・設備の維持管理業務包括委託

児童・生徒の安全確保に向けた支援体制の充実を図ります。
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3-1-5 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 791,262 千円） R3 （事業費 1,088,000 千円） R4 （事業費 601,000 千円）

3-1-6 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 667 千円） R3 （事業費 667 千円） R4 （事業費 667 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
一般事務費（学校教育課）
小・中学校維持管理費（学校教育課）
小・中学校給食費（学校教育課）
学校保健衛生費（学校教育課）

・地域の生産者と連携した狛江産野菜の活用
・授業，給食時間等を活用した食に関心を持つきっかけ
づくり
・食材検査(細菌検査，残留農薬検査，遺伝子組換え食
品分析，放射線物質検査)の実施
・アレルギー疾患対応及びアナフィラキシーホットライ
ンの活用，専用携帯電話の配置
・アレルギー情報交換会及びアレルギー関係講習会の実
施

・地域の生産者と連携した狛江産野菜の活用
・授業，給食時間等を活用した食に関心を持つきっかけ
づくり
・食材検査(細菌検査，残留農薬検査，遺伝子組換え食
品分析，放射線物質検査)の実施
・アレルギー疾患対応及びアナフィラキシーホットライ
ンの活用，専用携帯電話の配置
・アレルギー情報交換会及びアレルギー関係講習会の実
施

・地域の生産者と連携した狛江産野菜の活用
・授業，給食時間等を活用した食に関心を持つきっかけ
づくり
・食材検査(細菌検査，残留農薬検査，遺伝子組換え食
品分析，放射線物質検査)の実施
・アレルギー疾患対応及びアナフィラキシーホットライ
ンの活用，専用携帯電話の配置
・アレルギー情報交換会及びアレルギー関係講習会の実
施

・定期的な食材検査，アレルギー疾患に対する個別対応等を進めるととも
に，専門医療機関と連携したアナフィラキシー対応の仕組みを活用し，安心
安全な給食の提供に向けた取組みを推進する。
・また，地域の生産者等と連携した狛江産野菜の活用（地産地消）や，給食
時間等を通じ，児童・生徒が食への関心を持てるよう取り組む。

・事故等のない安心安全な給食提供が継続されている。
・地域の生産者等と連携した更なる狛江産野菜が活用されてい
る。
・栄養士等のアウトリーチによる食に関する授業・給食時訪問
等が適宜実施されている。

・公共施設整備計画など長期展望に立った計画に基づく老朽化対応を行うと
ともに，各学校のこれまでの改修状況や改築時期も見据えながら必要な修繕
等を実施し，長寿命化と安心安全な学校環境整備を推進する。
・あわせて災害時の使用や多様な人々の利用を踏まえた施設のあり方の検討
を進める。

・公共施設整備計画に基づく改修工事が計画年次どおりに実施さ
れている。
・災害時等の避難所使用を踏まえた必要器材等が整備されてい
る。
・大規模改修時等を利用したユニバーサルデザインの導入や支援
が必要な児童・生徒に対する必要な設備等の整備が進んでいる。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

学校施設の計画的改修と修繕を推進します。

小・中学校既存施設改修工事（施設課）
・児童増加対策工事（一小）
・屋内運動場空調設備工事（三小・一中・三中・四中）
・テラス改修工事（和泉小）
・照明設備更新（五小・六小・和泉小・一中・三中・四
中）
・空調設備工事（一小・一中・三中）
・情緒障がい固定学級等整備工事（三中）

・児童増加対策工事（一小）
・屋内運動場空調設備工事（五小・六小・和泉小）
・大規模改修工事（三小・二中）
・外壁改修工事（一中）
・プールろ過器更新（和泉小・一中）
・空調設備工事（三中）
・屋内運動場床改修工事（四中）

・空調設備工事（五小・六小・和泉小・四中）
・大規模改修工事（三小・二中）
・サッシ改修工事（五小）

安心安全な給食の提供に向けた取組みを推進します。
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3-2-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 3,798,585 千円） R3 （事業費 31,782 千円） R4 （事業費 30,000 千円）

3-2-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 33,503 千円） R3 （事業費 33,503 千円） R4 （事業費 33,503 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
情報教育推進費（指導室）
図書整備（指導室）・デジタル百科事典の活用

・学校図書館書籍購入
・学校図書館連絡協議会
・スクールｅライブラリー

・デジタル百科事典の活用
・学校図書館書籍購入
・学校図書館連絡協議会
・スクールｅライブラリー

・デジタル百科事典の活用
・学校図書館書籍購入
・学校図書館連絡協議会
・スクールｅライブラリー

 デジタル百科事典の導入をはじめ，「本の森」等の改訂の推進，学校図書
館連絡協議会の活動内容の充実等により，学校図書館の機能を強化・充実さ
せるとともに，市立図書館との積極的な連携を推進する。

・「本の森」の改訂を令和３年度末までに終えるとともに，効
果的な活用促進を図り，デジタル百科事典の活用と併せ，児
童・生徒が主体的に学習に取り組んでいる。
・市の中央図書館，電子図書館との連携を図り，児童・生徒の
学校図書館の利用率が平成31年度より向上し，習慣的に読書す
る力がはぐくまれている。

・GIGA スクール構想等を踏まえ，ICT 機器等の新しい学びを支える環境の
整備と機器の活用など，情報機器やデジタル教材等の活用を推進する。情報
教育推進協議会，各種職層，年次研修等を活用し，効果的な学習指導の充実
を図る。
・ICT環境を基盤とした先端技術や教育ビックデータを活用して，「学びに
おける時間・距離などの制約を取り払う」「個別に最適で効果的な学びや支
援」「校務の効率化」などSosciety5.0の時代において求められる教育を進
める。

・１人１台端末を実現させ，円滑に活用できるよう人材を含め
た環境整備が行われている。
・効果的な活用が促進されるように，情報教育に関する研修会
が毎年開催されている。
・対面指導とオンライン学習を適切に組み合わせたハイブリッ
ド型授業が実施されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

情報機器やデジタル教材等を活用し，効果的な学習指導の充実を図ります。

情報教育推進費（指導室）
・プログランミング教育
・ICT環境整備
・情報教育推進協議会
・デジタル教科書

・プログランミング教育
・ICT環境整備
・情報教育推進協議会
・デジタル教科書

・プログランミング教育
・ICT環境整備
・情報教育推進協議会

学校図書館の機能を強化・充実させ，市立図書館との積極的な連携を推進します。
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3-2-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,100 千円） R3 （事業費 1,100 千円） R4 （事業費 1,100 千円）

3-3-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 25,766 千円） R3 （事業費 25,766 千円） R4 （事業費 25,766 千円） 特別支援教育推進（指導室）

教育研究推進（指導室）
いじめ問題等対策推進（指導室）
不登校対策支援（教育支援課）

・hyper-QU
・生活指導主任会
・青少年健全育成連絡会
・不登校対策支援
・いじめ問題対策委員会

・hyper-QU
・生活指導主任会
・青少年健全育成連絡会
・不登校対策支援
・いじめ問題対策委員会

・hyper-QU
・生活指導主任会
・青少年健全育成連絡会
・不登校対策支援
・いじめ問題対策委員会

 学校図書館が有する読書センター機能や学習・情報センター機能，教員の
サポート機能等を更に充実させるため，学校図書館と市立図書館が連携した
取組みを引き続き推進する。また，学校図書館の専任職員である学校司書の
資質向上や図書館による支援の充実を図るため，学校教職員（司書教諭・学
校司書）と図書館司書職員等との連絡会を定期的に開催し，更なる連携の強
化に向けた方策とその実施に向けた課題の整理・検討を進める。

 学習指導要領（総則）に掲げる「学校図書館を計画的に利用
しその機能の活用を図り，児童の主体的，意欲的な学習活動や
読書活動を充実すること。」が各学校において確立されている
ことに加え，子どもが早期から読書に親しむ機会がより一層充
実している。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
・中央図書館運営費（図書館）
・図書館協議会委員関係費（図書館）・図書館協議会への学校関係者の委嘱

・学校司書連絡会の実施
・学校配送便の運行

・図書館協議会への学校関係者の委嘱
・学校司書連絡会の実施
・学校配送便の運行

・図書館協議会への学校関係者の委嘱
・学校司書連絡会の実施
・学校配送便の運行

いじめ・不登校等に対する組織的な対応を推進します。

・各学校において，hyper-QU等，各種アンケートの活用を推進する。また生活指導
主任会，不登校・教育相談対策委員会，スクールカウンセラー連絡協議会の推進，教
育支援センターの専門教育相談員，スクールソーシャルワーカーとの連携により，家
庭環境に起因する諸課題（貧困・児童虐待など）の早期発見・支援や子どもが気軽に
相談しやすい体制の充実など，いじめ・不登校等に対する組織的な対応を推進する。
・ゆうゆう教室においては，ゆったり心を開いて活動するための場を提供し，一斉・
個別の学習支援や人間関係を築くための指導を通じて，社会的な自立を目指す。
・早稲田大学総合科学学術院，こども教育支援財団など，協定団体との連携を強化
し，特別な配慮を要する子どもへの支援の充実を図る。

・いじめの未然防止を図り，hyper-QUにおける侵害行為認知群，不満
足群・要支援群について，平成31年度を規準として，全体に占める割
合が減少している。
・魅力ある学校づくり，互いを高め合う集団づくりを推進し，不登校
の未然防止を図ることで，新規不登校児童・生徒が減少している。
・不登校の児童・生徒が自らの進路を主体的に捉え，社会的自立を果
たしている。
・協定団体との連携をとおして，教員一人ひとりの対応力の向上が図
られ，いじめ・不登校等に対する組織的な対応が推進されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

学校図書館の機能を強化・充実させ，市立図書館との積極的な連携を推進します。

19



3-3-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 541,661 千円） R3 （事業費 213,858 千円） R4 （事業費 213,858 千円）

3-3-3 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 16,167 千円） R3 （事業費 15,901 千円） R4 （事業費 15,408 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
教育支援センター関係費(教育支援課）
教育相談関係費(教育支援課）
特別支援学級維持管理費（学校教育課）

・狛江第三中学校での自閉症・情緒障がい固定学級の開
設準備
・子育て・教育支援複合施設（ひだまりセンター）の開
設及び複合施設を拠点とした教育・子育て・福祉分野の
連携による総合的かつ継続的な育ちや発達の支援の実施

・長・中期的な特別支援教育推進計画の策定
・狛江第三中学校での自閉症・情緒障がい固定学級の開
設
・子育て・教育支援複合施設（ひだまりセンター）を拠
点とした教育・子育て・福祉分野の連携による総合的か
つ継続的な育ちや発達の支援の実施

・長・中期的な特別支援教育推進計画に基づく取組みの
実施
・子育て・教育支援複合施設（ひだまりセンター）を拠
点とした教育・子育て・福祉分野の連携による総合的か
つ継続的な育ちや発達の支援

・狛江市子育て・教育支援複合施設（ひだまりセンター）を拠点とし，教育・子
育て・福祉が一体となって子どもの育ちや発達を総合的かつ継続的に支援する。
・中学における自閉症・情緒障がい固定学級を設置し，発達に障がいのある生徒
に対し，個に応じた継続性のある，きめ細かな指導・支援が受けられる環境を整
備する。

・狛江市子育て・教育支援複合施設（ひだまりセンター）が拠点と
なって，教育・子育て・福祉等の関係機関が連携のもと，障がいがあ
る子どもが，ライフステージを通じて継続的かつ一貫性のある支援が
受けられている。
・小・中学校に在籍する障がいのある児童・生徒が，充実した教育環
境のもとで，適切な合理的配慮の提供を受けながら，障がいの種類や
程度に応じた専門性の高い指導・支援が受けられている。

・特別支援教育悉皆研修，特別支援学級・教室代表者会等をとおして，特別支援学
級，特別支援教室における指導の充実を図るとともに，狛江市子育て・教育支援複合
施設，都立特別支援学校との連携を図り，障がいのある子ども等支援が必要な児童・
生徒への支援の充実させる。
・日本語指導員の派遣等，外国籍の児童・生徒への支援を行う。
・特別支援教室を利用する児童・生徒については，退級を目指した指導が確実に行わ
れるよう，特別支援教室担当教員を対象とした研修会を毎年開催する。
・支援が必要な児童・生徒に対する確実な支援に伴い，学校不適応，不登校の未然防
止と早期発見に努め，休みがちになった際には，適切な対応方針に基づいた早期対応
を実施する。

・特別支援学級及び特別支援教室の児童・生徒については，自立
と就労及び退級を見据えた教育活動が展開できるよう指導の充実
を図るため，特別支援学級担当教員を対象とした研修会が毎年開
催されている。
・日本語指導員の派遣が確実に行われ，学校と連携を図り，当該
児童・生徒の確実な支援につながっている。
・各取組み及び情報端末の活用をとおして，学校に適応しにくい
子どもに対する学びと人間関係の構築が保障されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

外国籍や障がいのある子ども等支援が必要な児童・生徒への支援の充実を図ります。

教育研究推進（指導室）
国際理解教育促進（指導室）
情報教育推進（指導室）
不登校対策支援（教育支援課）
教育相談関係費（教育支援課）

・特別支援教育悉皆研修
・特別支援学級・教室代表者会
・特別支援学校との連携
・狛江市子育て・教育支援複合施設との連携
・日本語指導員の派遣 ・教育相談
・不登校・教育相談対策委員会 ・情報教育推進

・特別支援教育悉皆研修
・特別支援学級・教室代表者会
・特別支援学校との連携
・狛江市子育て・教育支援複合施設との連携
・日本語指導員の派遣 ・教育相談
・不登校・教育相談対策委員会 ・情報教育推進

・特別支援教育悉皆研修
・特別支援学級・教室代表者会
・特別支援学校との連携
・狛江市子育て・教育支援複合施設との連携
・日本語指導員の派遣 ・教育相談
・不登校・教育相談対策委員会 ・情報教育推進

特別支援教育の環境整備を一層進め，個に応じた指導・支援の充実を図ります。
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4-1-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 70,307 千円） R3 （事業費 70,307 千円） R4 （事業費 70,307 千円）

4-1-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 3,401 千円） R3 （事業費 3,401 千円） R4 （事業費 3,401 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
学校開放（社会教育課）

学校開放事業 学校開放事業 学校開放事業

 学校施設を地域団体の学びの場として活用し，団体の活動支援を図る。ま
た，各種社会教育事業の実施に際し，他施設とも連携する等でより幅広い市
民の学びの場の充実を図る。

 各セクションが連携し，より幅広い市民が学べる場として役
割を向上させている。

 公民館は社会教育における市民の学びの拠点であり居場所でもあることか
ら，利用者懇談会等の意見を集約しながら多くの利用団体が利用しやすい環
境整備を図るとともに，利用者のニーズを踏まえたフリースペースの充実等
の取組みを通じて様々な世代が訪れる居場所を地域に提供する。

・施設設備の更新や増設により利用者の利便性が向上してい
る。
・利便性の向上により，公民館の活動団体が増えている。
・フリースペースの拡充により多世代が訪れ，交流できる居場
所となっている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

公民館の利用しやすい環境整備を進め，地域における学びや居場所の充実を図ります。

市民センター管理費（公民館）
西河原公民館管理費（公民館）
居場所事業（公民館）

・設備の更新及び増設
・利用者懇談会等での利用団体の意見集約
・アンケートによるフリースペース利用者のニーズの把
握
・多様な居場所のあり方について，一般の参加者も参加
しやすいような講座，企画の実施を市民協働で検討し，
連続講座を実施する。

・利用者意見を踏まえた設備の更新及び増設
・利用者懇談会等での利用団体の意見集約
・アンケートによるフリースペース利用者のニーズの把
握
・多様な居場所のあり方について，一般の参加者も参加
しやすいような講座，企画の実施を市民協働で検討し，
連続講座を実施する。

・利用者意見を踏まえた設備の更新及び増設
・利用者懇談会等での利用団体の意見集約
・アンケートによるフリースペース利用者のニーズの把
握
・多様な居場所のあり方について，一般の参加者も参加
しやすいような講座，企画の実施を市民協働で検討し，
連続講座を実施する。

地域の身近な場所で学ぶことができる環境の充実を図ります。
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4-1-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 11,245 千円） R3 （事業費 11,245 千円） R4 （事業費 11,245 千円）

4-1-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 8,627 千円） R3 （事業費 ― 千円） R4 （事業費 ― 千円）

 誰もが地域の中で学びやすい環境を形成するため，他自治体公共図書館等
との相互協力・連携等による図書館サービスの充実を図るとともに，公民館
図書室・各地域センター図書室に対する各業務支援及び共通システムの運用
等により，地域の身近な場所で図書館サービスを享受できる環境づくりを推
進する。

 公民館図書室・各地域センター図書室等の地域の身近な場所
に加え，電子図書館等の非来館型サービスの充実により，誰も
が図書館サービスを享受できる環境が確立されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
・中央図書館運営費（図書館）

・図書館システムの運用（R2年度更新）
・地域センター図書室等配送便の運行

・図書館システムの運用
・地域センター図書室等配送便の運行

・図書館システムの運用
・地域センター図書室等配送便の運行

 市民誰もが公民館において主体的に学び，自己研鑽に努めることができ，
公民館が学びによる繋がり・仲間づくりの場となり，公民館で学んだことを
地域に還元できるように多種多様な学びのきっかけを公民館事業として提供
する。

 狛江市立公民館運営審議会による事業評価を受け，PDCAに
よる事業の見直しが常態として行われ，時代のニーズに即した
新しい分野の学びを市民に提供できている。

（令和３年度ローリングから記入）

地域の身近な場所で学ぶことができる環境の充実を図ります。

少年事業，青年教室事業，チャレンジ青
年学級，成人学習事業，女性セミナー，
学習グループ保育，日本語教室事業，市
民劇場，公民館交流事業，こまえ市民大
学，情報学習事業(すべて公民館)

・公民館事業の実施（事業の整理・見直し，新規事
業検討）
・狛江市立公民館運営審議会による事業評価の試行

・公民館事業の実施（事業の整理・見直し，新規事
業検討）
・狛江市立公民館運営審議会による事業評価の実施
・評価を受けた公民館事業の整理・見直し
・評価の意見を受けて新規事業の検討

・公民館事業の実施（事業の整理・見直し，新規事
業検討）
・新規事業の実施
・狛江市立公民館運営審議会による事業評価の実施
と事業評価指標の見直し
・評価を受けた公民館事業の整理・見直し
・評価の意見を受けて新規事業の検討

地域の身近な場所で学ぶことができる環境の充実を図ります。
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4-2-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 23,798 千円） R3 （事業費 23,798 千円） R4 （事業費 23,798 千円）

4-2-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 6,304 千円） R3 （事業費 6,304 千円） R4 （事業費 6,304 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
少年事業，青年教室事業，，成人学習事
業，女性セミナー，公民館交流事業，こ
まえ市民大学業(すべて公民館)

・多世代を対象とした公民館事業の実施
・いべんと西河原や中央公民館のつどい等で，昔
遊びなどの多世代交流を目的としたイベントの実
施
・事業やイベントにおけるフリースペースの活用

・多世代を対象とした公民館事業の実施
・いべんと西河原や中央公民館のつどい等で，昔
遊びなどの多世代交流を目的としたイベントの実
施
・事業やイベントにおけるフリースペースの活用

・多世代を対象とした公民館事業の実施
・いべんと西河原や中央公民館のつどい等で，昔
遊びなどの多世代交流を目的としたイベントの実
施
・事業やイベントにおけるフリースペースの活用

 公民館で学ぶ利用団体及び利用者の技術や知識を子どもや若者へ還元する
機会を事業やイベントで提供することで，世代を超えた交流や仲間づくりの
充実を図る。

・講座やイベント等への子どもや若者の参加が増え，公民館に
おける多世代交流の機会が図られている。
・新たな団体の立ち上げや団体への参入により，団体間での交
流が増えている。

・地域学校協働活動の推進
・各種スポーツ教室，スポーツ大会の実施

・地域学校協働活動の推進
・各種スポーツ教室，スポーツ大会の実施

世代を超えた交流や仲間づくり活動ができる機会の充実を図ります。

世代を超えた交流や仲間づくり活動ができる機会の充実を図ります。

 社会教育事業を市民との協働で行うことを通して，世代を超えた多様な市
民の交流の機会を創出し，仲間づくり活動につなげていく。

 事業で出会った市民同士が，自発的に連帯し，継続して活動
を行っている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
・学校支援ボランティア推進（社会教育
課）
・少年少女スポーツ振興（社会教育課）
・市民スポーツ振興（社会教育課）
・市民スポーツ大会関係（社会教育課）

・地域学校協働活動の推進
・各種スポーツ教室，スポーツ大会の実施
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4-2-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 28,333 千円） R3 （事業費 27,633 千円） R4 （事業費 27,633 千円）

4-3-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,351 千円） R3 （事業費 1,351 千円） R4 （事業費 1,351 千円） 学校支援ボランティア推進（社会教育

課）・地域学校協働活動をオール狛江で推進するため
の体制整備（統括コーディネーターの配置）
・市民活動支援センター（こまえくぼ1234）と連
携し，センター方式での外部講師による特別授業
を提供する。

・地域学校協働活動をオール狛江で推進するため
の体制整備（統括コーディネーターの配置）
・市民活動支援センター（こまえくぼ1234）と連
携し，センター方式での外部講師による特別授業
を提供する。

・地域学校協働活動をオール狛江で推進するため
の体制整備（統括コーディネーターの配置）
・市民活動支援センター（こまえくぼ1234）と連
携し，センター方式での外部講師による特別授業
を提供する。

・中央図書館運営費（図書館）
・図書館資料の収集・整理・提供
・子ども読書活動の推進
・子ども読書啓発事業の推進
・利用支援サービス事業の推進
・電子図書館の構築・提供

・図書館資料の収集・整理・提供
・子ども読書活動の推進
・子ども読書啓発事業の推進
・利用支援サービス事業の推進
・電子図書館の運営

・図書館資料の収集・整理・提供
・子ども読書活動の推進
・子ども読書啓発事業の推進
・利用支援サービス事業の推進
・電子図書館の運営

 地域の人材を活用した地域学校協働活動として市民活動支援センター（こ
まえくぼ1234）と連携し，地域の人材の発掘・育成を進め，学校をはじめ
とした教育分野における地域人材の活用を推進する。

 地域人材等を外部講師として活用した特別授業の提供ツール
が充実し，市民活動支援センターを通じて一般にも利用され
る。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

市民が自らの経験を活かし，活躍できる仕組みを検討します。

 すべての世代にわたる市民一人ひとりに対して，教育や情報，様々な文化
的活動に関わるニーズの充足に資することに加え，暮らしや仕事，地域の課
題解決を支援するため，年齢や性別，障がいの有無，国籍等に関わらずきめ
細かい図書館サービスを享受できるよう，利便性や利用率向上を図る取組み
を推進する。また，地域社会における情報サービス拠点としてふさわしい図
書館資料の充実と強化とともに，令和２年度より開館した電子図書館の利用
促進等，新たなサービスの展開を検討・推進する。

 生涯を通した学びの充実として，様々な文化的活動に関わる
ニーズを充足させる資料や，地域の課題解決に資する資料の収
集・提供をはじめとした取組みが推進されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

図書館の利便性や利用率の向上を図るとともに，図書資料の充実・機能強化に向けた検討を行います。
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4-3-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 11,245 千円） R3 （事業費 11,245 千円） R4 （事業費 11,245 千円）

4-3-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 602 千円） R3 （事業費 602 千円） R4 （事業費 602 千円） ・子ども読書活動推進事業（図書館）

・利用支援サービス事業（図書館）
・図書館ボランティア関係費（図書館）

・おはなし会の実施
・利用支援サービス（音訳・対面朗読等）の実施
・図書館ボランティア事業（図書修理・館内整
理・資料整理等）の実施
・各種養成講座等の実施

・おはなし会の実施
・利用支援サービス（音訳・対面朗読等）の実施
・図書館ボランティア事業（図書修理・館内整
理・資料整理等）の実施
・各種養成講座等の実施

・おはなし会の実施
・利用支援サービス（音訳・対面朗読等）の実施
・図書館ボランティア事業（図書修理・館内整
理・資料整理等）の実施
・各種養成講座等の実施

 より細やかな図書館サービスの充実とその実践，図書館への親しみを感じ
られる事業展開のため，長きにわたり図書館と協働してきた市民グループ等
との更なる連携強化に加え，個人登録による図書館ボランティア制度の充実
を図ることにより，図書館運営に幅広い市民の力を活用し，細かなニーズに
も対応できる取組みを推進する。

 市民グループに対する資質向上等支援，図書館ボランティア
に対する養成講座等を継続して実施することにより，市民グ
ループ・図書館ボランティア新規加入者の発掘がサイクルとし
て確立されていることに加え，市民と協働して図書館サービス
がより一層充実している。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

・公民館事業の実施（事業評価を受けた事業の整
理・見直し，新規事業の検討）
・地域や市民の力を活用した事業の実施
・狛江市市民活動市民センター（こまえくぼ1234）
との連携

・公民館事業の実施（事業評価を受けた事業の整
理・見直し，新規事業の検討・実施）
・地域や市民の力を活用した事業の実施
・狛江市市民活動市民センター（こまえくぼ1234）
との連携

市民が自らの経験を活かし，活躍できる仕組みを検討します。

市民が自らの経験を活かし，活躍できる仕組みを検討します。

 市民が自らの経験を地域へ還元できるように，地域のニーズを踏まえた学
びを提供するとともに，必要に応じて狛江市市民活動支援センター（こまえ
くぼ1234）と連携し，公民館の地域人材を地域に紹介する。

・公民館事業のボランティア協力や協働事業への市民の参加が
増えている。
・公民館利用団体が狛江市市民活動市民センター（こまえくぼ
1234）等との連携により公民館事業以外の活動で活躍してい
る。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
少年事業，青年教室事業，チャレンジ青
年学級，成人学習事業，女性セミナー，
学習グループ保育，日本語教室事業，市
民劇場，公民館交流事業，こまえ市民大
学，情報学習事業(すべて公民館)

・公民館事業の実施
・地域や市民の力を活用した事業の実施
・狛江市市民活動市民センター（こまえくぼ1234）
との連携
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4-4-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 6,212 千円） R3 （事業費 6,212 千円） R4 （事業費 4,312 千円）

4-4-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 25,226 千円） R3 （事業費 23,946 千円） R4 （事業費 23,946 千円）

取組内容
少年少女スポーツ振興（社会教育課）
市民スポーツ振興（社会教育課）
スポーツ推進委員関係費（社会教育課）

・各種スポーツ大会，スポーツ教室の開催
・多摩川を活用したスポーツ事業の実施
・市制施行50周年スポレク大会の開催

・各種スポーツ大会，スポーツ教室の開催
・多摩川を活用したスポーツ事業の実施

・各種スポーツ大会，スポーツ教室の開催
・多摩川を活用したスポーツ事業の実施

スポーツを楽しむきっかけをつくるとともに，スポーツ活動への興味・関心を高め，参加と仲間づくりを推進します。

 教職員夏季研修，各種職層，年次研修等を活用し，体育指導の充実を図
り，またオリンピック・パラリンピック教育を推進し，スポーツを楽しむ
きっかけをつくるとともに，スポーツ活動への興味・関心を高め，参加と仲
間づくりを推進する。

 「東京都児童・生徒体力・運動能力，生活・運動習慣等調
査」における生活・運動習慣等に関する項目の中で，一日の運
動時間，運動の好き嫌い等の項目について，平成31年度の数値
を基準に，それぞれの数値が改善され，継続的に運動に取り組
む児童・生徒が増加している。

（令和３年度ローリングから記入）

 狛江市体育協会，狛江市総合型スポーツ・文化クラブ（狛○くらぶ）等を
初めとするスポーツ団体や体育施設指定管理者とも連携し，市民が気軽にス
ポーツに親しむためのきっかけづくりとして各種事業を実施する。また，
ホームページ・SNS等で情報発信し，スポーツ人口の裾野の拡大を図る。

・市民のスポーツ実施率70％を達成する。
・個人が気軽に参加・実施できるスポーツや運動を行う環境整
備を推進し，体育施設の個人開放利用者数を増加させる。

（令和３年度ローリングから記入）

スポーツを楽しむきっかけをつくるとともに，スポーツ活動への興味・関心を高め，参加と仲間づくりを推進します。

取組内容
教育研究推進（指導室）
オリンピック・パラリンピック教育推進
（指導室）

・教職員夏季研修
・各種職層，年次研修
・オリンピック・パラリンピック教育

・教職員夏季研修
・各種職層，年次研修
・オリンピック・パラリンピック教育

・教職員夏季研修
・各種職層，年次研修
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4-5-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 22,447 千円） R3 （事業費 21,167 千円） R4 （事業費 21,167 千円）

4-5-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 45,623 千円） R3 （事業費 45,623 千円） R4 （事業費 45,623 千円）

取組内容
スポーツ推進委員関係費（社会教育課）
体育施設維持管理費（社会教育課）
社会教育委員関係費（社会教育課）

・社会教育関係団体登録制度のあり方を見直す
・各種スポーツ教室を行うスポーツ推進委員等へ
の研修の推進
・体育施設の適切な修繕等の実施

・社会教育関係団体への支援の方法と施設利用に
ついて整理する（関係課）
・各種スポーツ教室を行うスポーツ推進委員等へ
の研修の推進
・体育施設の適切な修繕等の実施

・社会教育関係団体への支援の方法と施設利用に
ついて整理する（関係課），完了
・各種スポーツ教室を行うスポーツ推進委員等へ
の研修の推進
・体育施設の適切な修繕等の実施

障がい者スポーツを含めた生涯スポーツの推進を図り，体力向上や生きがいづくりにつなげます。

 狛江市体育協会，狛江市総合型スポーツ・文化クラブ（狛○くらぶ）等を
初めとするスポーツ団体や体育施設指定管理者とも連携し，市民が気軽にス
ポーツに親しむためのきっかけづくりとして，各種スポーツ教室や大会を実
施する。生涯スポーツの推進を図り，市民の体力の向上や生きがいづくりに
つなげる。

・市民のスポーツ実施率70％以上を達成する。
・障がい者スポーツに関わる人材が増え，推進事業の担い手と
なる市民や団体が育成されている。

（令和３年度ローリングから記入）

（令和３年度ローリングから記入） 市民に向けた社会教育活動として各種スポーツ教室等を実施する個人や団
体の発掘・育成，スポーツ推進委員・スポーツ指導者の資質向上を図る。ま
た，市内体育施設の適切な修繕，設備の更新等を行い，狛江市公共施設整備
計画において令和５年から予定されている市民総合体育館大規模改修を経
て，施設の機能の維持向上を図る。また，公共施設がより多くの幅広い市民
に活動の場として利用されるよう，団体登録と施設利用の関連性を整理し，
登録のあり方や要件等を見直す。

・スポーツ推進委員の資格等保有者の割合が増え，専門性が高
まっている。
・市民総合体育館大規模改修期間（令和５年 ７年）において
も，リモートでのスポーツ講座や在宅での軽運動が推進され，
市民のスポーツ実施率が維持向上されている。

個人や団体の育成，スポーツ指導員の資質向上を図るとともに，体育施設の計画的な改修等を行います。

取組内容
少年少女スポーツ振興（社会教育課）
市民スポーツ振興（社会教育課）
スポーツ推進委員関係費（社会教育課）
市民スポーツ大会関係費（社会教育課）

・各種障がい者スポーツ教室等の開催
・パラスポーツ普及促進事業の実施
・健康づくり運動講座の開催
・各種スポーツ大会，スポレク大会の開催
・多摩川を活用したスポーツ事業の実施
・市制施行50周年スポレク大会の開催

・各種障がい者スポーツ教室等の開催
・パラスポーツ普及促進事業の実施
・健康づくり運動講座の開催
・各種スポーツ大会，スポレク大会の開催
・多摩川を活用したスポーツ事業の実施

・各種障がい者スポーツ教室等の開催
・パラスポーツ普及促進事業の実施
・健康づくり運動講座の開催
・各種スポーツ大会，スポレク大会の開催
・多摩川を活用したスポーツ事業の実施
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5-1-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,952 千円） R3 （事業費 1,952 千円） R4 （事業費 1,952 千円）

5-1-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 2,151 千円） R3 （事業費 1,398 千円） R4 （事業費 1,398 千円）

副読本関係費（わたしたちの狛江市）
（指導室）・社会科副読本「わたしたちの狛江市｣

・特色ある教育活動（各学校）
・教務主任会（カリキュラム・マネジメント）

・社会科副読本「わたしたちの狛江市｣
・特色ある教育活動（各学校）
・教務主任会（カリキュラム・マネジメント）

・社会科副読本「わたしたちの狛江市｣
・特色ある教育活動（各学校）
・教務主任会（カリキュラム・マネジメント）

狛江の歴史を身近に感じ，狛江への愛着や歴史に関心を持つきっかけづくりを行います。

 社会科副読本「わたしたちの狛江市」の活用や，生活科，社会科，総合的
な学習の時間を中心とした地域学習をとおして，狛江の歴史や文化財に触れ
る機会を推進し，狛江の歴史を身近に感じ，狛江への愛着や歴史に関心を持
つきっかけづくりを行う。

・社会科副読本「わたしたちの狛江市」について毎年改訂が行
われ，適切に指導できるよう教員向けの資料が作成されてい
る。
・狛江の歴史や文化に子どもたちが身近に触れる機会が増え，
学習活動の中で生かされている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

狛江の歴史を身近に感じ，狛江への愛着や歴史に関心を持つきっかけづくりを行います。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
文化財保護関係費（社会教育課）
古民家園管理運営費（社会教育課）・こまえ文化財ガイドの作成・配布

・小学校を対象とした出前学習・体験学習の実施
・古民家園における各種教室・講座の実施
・古墳公園開園に伴う講演会・古墳めぐり等の実
施

・こまえ文化財ガイドの作成・配布
・小学校を対象とした出前学習・体験学習の実施
・古民家園における各種教室・講座の実施
・文化財関連講演会，講座，展示会の開催
・文化財関連刊行物の作成・配布

・こまえ文化財ガイドの作成・配布
・小学校を対象とした出前学習・体験学習の実施
・古民家園における各種教室・講座の実施
・文化財関連講演会，講座，展示会の開催
・文化財関連刊行物の作成・配布

・小学校への出前学習や小学生を対象とした古民家園における体験学習，
小・中学生を対象とした文化財ガイドの作成・配布を通じて，次世代を担う
子どもたちに，狛江の歴史や文化財に触れる機会を提供していく。
・調査報告書をはじめとする文化財関連刊行物の作成・配布，文化財めぐり
や関連講演会，古民家園における各種教室・講座などを通じて，市民の幅広
い世代が気軽に市の歴史や文化財に触れることができるような機会を提供し
ていく。

・市内の子どもたちの市の歴史や文化財等に対する関心がより
高まっている。
・市民のあいだで，市の歴史や文化財に対する関心がより高
まっている。
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5-1-2 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 8,919 千円） R3 （事業費 5,671 千円） R4 （事業費 6,571 千円）

5-2-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 17,794 千円） R3 （事業費 17,732 千円） R4 （事業費 17,732 千円）

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容
文化財保護関係費（社会教育課）
歴史公園維持管理費（社会教育課）
古民家園管理運営費（社会教育課）

・市が所有する史跡や古墳公園の維持・管理・公開
・文化財説明板の設置・更新，文化財マップの配布
活用
・古墳公園整備内容の検討
・古民家園の維持・管理・公開

・市が所有する史跡や古墳公園の維持・管理・公開
・文化財説明板の設置・更新，文化財マップの配布
活用
・古墳公園整備内容の検討
・古民家園の維持・管理・公開

 ・市が所有する史跡や古墳公園の維持・管理・公
開
・文化財説明板の設置・更新，文化財マップの配布
活用
・古墳公園整備内容の検討
・古民家園の維持・管理・公開

・兜塚古墳・土屋塚古墳・教育発祥の地をはじめとする市が管理する古墳及び史
跡等の維持・管理を行う。
・猪方小川塚古墳公園・亀塚古墳公園の維持・管理・公開を行うとともに，今後
の古墳公園の整備について，整備内容を検討していく。
・文化財説明板の設置・更新，文化財マップの配布などを通じて，市内の史跡・
文化財に気軽に触れることができるような情報提供を行う。
・古民家園の維持管理・公開を行うとともに，古民家園の有効的な活用策を検討
していく。

・市が所有する史跡や古墳公園が，良好な状態で維持・管理され
ている。
・土屋塚古墳公園の開園し，白井塚古墳公園の整備内容の検討が
進んでいる。
・文化財説明板の設置・更新が進み，市内の文化財等を巡る散策
ルートが定着している。
・古民家園が良好な状態で維持・管理，より活用されている。

・市内に所在するあるいは市の歴史等に関わる文化財の調査を進め，必要に応じて市
文化財に指定するなど，文化財の把握と適切な保護・保存策を進める。
・文化財保護法に基づく埋蔵文化財の調査，記録保存を進めるとともに，その成果を
蓄積していく。
・市が所有する文化財について，適切に保管・管理するとともに，その一部を出前学
習や期間を定めた展示，古民家園における展示や体験学習などで活用していく。
・市が所有する文化財について，将来にわたり有効的に活用できるよう，保管・展
示・活用の場を検討していく。

・市内に所在する文化財の把握と必要に応じた保護・保存策が
進んでいる。
・市が所有・管理する文化財の公開・活用策が進んでいる。
・市が所有する文化財等の適切な保管・管理・公開の場所につ
いて，検討が進み，具体化されている。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

文化財等を適切に保管，継承しつつ，効果的に公開・活用できるような保管・展示場所の確保について，具体的に検討します。

文化財専門委員関係費（社会教育課）
文化財保護関係費（社会教育課）
埋蔵文化財保護関係費（社会教育課）

・文化財総合調査の実施
・市文化財の指定と指定に向けた調査検討
・埋蔵文化財の試掘調査，発掘調査，立会調査
・市が所蔵する文化財の保管管理
・文化財の収蔵・展示・活用の場の検討

・文化財総合調査の実施
・市文化財の指定と指定に向けた調査検討
・埋蔵文化財の試掘調査，発掘調査，立会調査
・市が所蔵する文化財の保管管理
・文化財の収蔵・展示・活用の場の検討

・文化財総合調査の実施
・市文化財の指定と指定に向けた調査検討
・埋蔵文化財の試掘調査，発掘調査，立会調査
・市が所蔵する文化財の保管管理
・文化財の収蔵・展示・活用の場の検討

誰もが狛江の歴史を身近に感じられるような取組みを推進します。

29



5-3-1 担当課 学校教育課 教育支援課 指導室 社会教育課 公民館 図書館

施策の具体的内容・展開の方向性・ねらい 計画期間終了時点における到達目標 前年度までの取組状況（成果）

■関連する予算事業
R2 （事業費 1,381 千円） R3 （事業費 1,381 千円） R4 （事業費 1,381 千円）

・文化財保存事業費補助事業を通じて，地域に残る伝統芸能であるおはやし
の継承を支援していく。
・古民家園において，地域の伝統的な生活様式や伝統芸能，伝統文化に触れ
るような事業（鑑賞会・教室等）を行っていく。

・市内に残るおはやしが，しっかり継承されている。
・古民家園における伝統文化に関する教室・講座・鑑賞会の十
分定着している。

（令和３年度ローリングから記入）

取組内容

地域に伝わる文化を生かした事業を推進します。

文化財保存事業費補助（社会教育課）
古民家園管理運営費（社会教育課）・おはやし保存会への補助金の交付

・古民家園における伝統文化の鑑賞会，教室・講
座の実施

・おはやし保存会への補助金の交付
・古民家園における伝統文化の鑑賞会，教室・講
座の実施

・おはやし保存会への補助金の交付
・古民家園における伝統文化の鑑賞会，教室・講
座の実施
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■「持続可能な社会」（SDGｓ）の実現に向けた取組み
1.「SDGｓ」とは  

 「SDGｓ」とは「持続可能な社会」の実現に向けて，2030年までに達成すべき国際社会共通の目標です。５分野において，17の目標と169のターゲット（具体的目標）で
構成されています。 狛江市第３期教育振興基本計画においても，次世代を担う子どもたちがはぐくむべき「生きる力」の一つとして取組みを進めていくこととしています。

2.「SDGｓ」から見た実施計画の取組み

  整理し，計画期間中における「持続可能な社会」に向けた取組みを明らかにしています。

3.「SDGｓ」の５分野・17の目標

 「持続可能な社会」に向けた取組みは，子どもたちの教育の推進に限らず，社会全体の取組みとして求められています。ここでは，実施計画に定めた個別施策を「SDGｓ」の観点から

Partnership
（パートナｰｼｯﾌﾟ）

Peace
（平和）

Planet
（地球）

People
（人間）

Prosperity
（豊かさ）

31



平和 パート
ナーシップ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

1-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指導室

1-1-2 ○ ○ ○ ○ 指導室

1-1-3 ○ ○ ○ 指導室

1-2-1 ○ 指導室

1-2-2 ○ ○ ○ ○
学校教育課

指導室

1-2-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指導室

1-2-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指導室

1-2-5 ○ ○
教育支援課

指導室

1-3-1 ○ ○ 指導室

1-3-2 ○ ○ ○
指導室

社会教育課

1-3-3 ○ ○

学校教育課
教育支援課

指導室
社会教育課

2-1-1 ○
学校教育課

指導室

2-1-2 ○ ○ 指導室

2-1-3 ○ ○
学校教育課

指導室
社会教育課

2-1-4 ○ ○ ○ ○ ○
教育支援課

指導室

2-2-1 ○ ○
指導室

社会教育課

2-2-2 ○ ○
指導室

社会教育課

3-1-1 ○ ○
教育支援課

指導室

3-1-2 ○ ○
指導室

社会教育課

3-1-3 ○ ○ ○
学校教育課

指導室

3-1-4 ○ ○
学校教育課
社会教育課

3-1-5 ○ ○
学校教育課
（施設課）

3-1-6 ○ ○ ○ ○ 学校教育課

（２）家庭・地域
との協働による学
校教育の推進

①開かれた学校づくり

②家庭・地域の人材や教育資源の活用

基本方針 個別施策 担当課

（１）生きる力を
はぐくむ質の高い
学校教育の推進

①生命と人格・人権を尊重する態度の育
成

②生涯に渡って生きて働く力の育成

③国際社会で活躍できる力の育成

コード/SDGｓ
人間 豊かさ 地球

（３）教育環境
の整備

①安心安全な学校生活のための環境整備
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平和 パート
ナーシップ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
基本方針 個別施策 担当課コード/SDGｓ

人間 豊かさ 地球

3-2-1 ○ ○ ○ 指導室

3-2-2 ○ ○
指導室
図書館

3-3-1 ○ ○ ○
教育支援課

指導室

3-3-2 ○ ○ ○ ○
学校教育課
教育支援課

指導室

3-3-3 ○ ○ ○ ○
教育支援課

指導室

4-1-1 ○ ○ 公民館

4-1-2 ○ ○ ○
社会教育課

公民館
図書館

4-2-1 ○ ○ ○
社会教育課

公民館

4-2-2 ○ 図書館

③学びを活かす機会の充実 4-3-1 ○ ○
社会教育課

公民館
図書館

④スポーツへの参加機会の充実 4-4-1 ○ ○ ○ ○
指導室

社会教育課

4-5-1 ○ ○ ○ ○ 社会教育課

4-5-2 ○ ○ 社会教育課

5-1-1 ○ ○
指導室

社会教育課

5-1-2 ○ 社会教育課

②文化財の活用の推進 5-2-1 ○ 社会教育課

③伝統文化の保存と活用 5-3-1 ○ 社会教育課

（５）歴史への
理解と継承

①歴史の継承・文化財の保存

（３）教育環境
の整備

②学習環境の整備

③個に応じた教育の実現に向けた環境整
備

（４）生涯を通じ
た学びの充実

①学びの環境づくり

②生涯を通じた学びの実現

⑤ライフステージに応じたスポーツの推
進
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１．第３期狛江市教育振興基本計画の策定 

（１） 経緯 

第２期狛江市教育振興基本計画（以下「第２期計画」という。）は，狛江市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が定めた教育目標の達成に向け，平成27年から31年度までの５年間において取

り組むべき施策の方向性と取組方針等を定めたものです。教育基本法第17条第２項に規定する「教

育の振興のための施策に関する基本的な計画」として，また狛江市後期基本計画に基づく狛江市の

教育分野のマスタープランとして，平成26年11月に策定しました。 

その後平成27年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に規定する狛江市の教

育分野における総合的な施策大綱（狛江市教育大綱）としての位置付けも付与され，市の教育行政

全般を推進する計画となりました。 

平成31年度第２期計画が，終期を迎えるとともに，計画策定にあたり参酌すべきと定められてい

る国の教育振興基本計画及び東京都の教育ビジョンが改定されたことに加え，狛江市の将来都市像

を示す基本構想並びに基本計画が新たに策定されることとなったことからそれらを踏まえ，改定を

行うこととしました。 

（２） 改定に向けた考え方 

○ 計画の名称は，「第３期狛江市教育振興基本計画」とし，計画期間は，令和２年度から令和６

年度までの５か年とします。ただし，急激な社会情勢の変化や関連計画の改定等により，市の

教育行政を取り巻く環境に著しい変化が生じたときには，計画の見直しも含め，柔軟に対応す

るものとします。 

○ 第２期教育振興基本計画同様，教育の振興のための施策に関する基本的な計画（教育基本法

第17条第２項），狛江市第４次基本構想前期基本計画に基づく教育分野のマスタープラン，狛

江市の教育等における総合的な施策大綱（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の

３）としての位置付けを持つものとし，市の教育分野以外の各種計画と整合性を図るほか，国

や都の関連計画も参酌し，関係部局や他の行政機関の取組みとも調和しながら市の教育行政全

般を推進する計画として策定するものとします。 

（３） 全体方針 

○ 教育理念及び教育目標については，教育委員会が目指すべき将来像として第３期狛江市教育

振興基本計画においても引き継ぎつつ，狛江市を取り巻く現状や今後の課題への対応等社会の

変化を見据えた狛江市の教育施策のあり方を示すものとします。

○ 計画期間において教育目標実現に向けて取組む方向性を明確化するため，基本方針を定め，

基本方針ごとに取り組むべき施策と担当課における今後の取組みの参考となるように施策展

開の方向性を明示するものとします。

○ 国及び都の関連計画を参酌するとともに，新たに策定された狛江市第４次基本構想及び狛江

市前期基本計画との整合性を図り，市長部局と教育委員会が一体となり，連携・共有しながら

より実効性のある施策を展開できるようにするものとします。
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（４） 狛江市教育委員会 教育理念 

教育委員会や教育機関のみならず，市の関係部局や関係機関，家庭，地域，事業者，NPOなど，教

育に関わる活動を実践するすべての主体が共有する理念として，平成23年の第１期狛江市教育振興

基本計画（以下「第１期」という。）において策定された教育理念を踏襲し，第２期計画において以

下のように定められました。 

○ 未来を担う子どもたち一人ひとりが，人格の形成と互いの個性の尊重を基本として，地域や社

会の中で自立し健康で幸福に生きていく力を身につけ，狛江で受けた教育を誇りとして，少数者の

立場も尊重し，自由に意見を交わして真理を探求し，平和で心豊かな明るい相互扶助の社会を築き

発展させる力を身につける教育の実現を図る。 

○ 市民一人ひとりが，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう，その生涯にわたっ

て，あらゆる機会において学習することができ，その成果を適切に生かすことのできる社会の実現

を図る。 

（５） 狛江市教育委員会 教育目標

教育理念の実現に向けて，教育委員会と関係機関が取り組むすべての事柄における基本的な目標

として，平成23年の第１期計画において策定された教育目標の基本的な考え方を踏襲し，第２期計

画において以下のように定められました。 

（１） 互いの生命と人格・人権を尊重し，地域や社会に貢献する意識の醸成 

（２） 確かな学力の定着と個々の能力や創造力を伸ばし，郷土や国を愛する心をはぐくむ学校教

育の充実 

（３） すべての世代にわたる市民のための学習環境と運動環境の整備 
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（６） 教育振興基本計画体系

基本方針 施策 施策展開の方向性

・平和を願い，互いの生命や人格・人権を尊重し，他者を思いやる心をはぐくむ人権教育を推進します。

･道徳的な判断力や心情，実践意欲・態度の向上に資する道徳教育を推進します。

・いじめ防止や自殺対策に資する教育を推進します。

・新学習指導要領の主旨を踏まえた，確かな学力の定着と個々の能力の伸張を図ります。

・健康の保持・増進，体力の向上を図る教育を推進します。

・共に社会をつくり支える資質・能力の向上に資する教育を推進します。

・社会の変化に対応し，よりよい未来を自ら切り開く力をはぐくむ教育を推進します。

・学校内外における生活全般に関する安全教育をより一層推進します。

・グローバルに活躍できる資質・能力を伸ばす教育を推進します。

・日本や狛江市の伝統・文化の理解を促進し，国や郷土を愛する心の涵養を図ります。

・芸術や狛江らしい文化活動に身近に触れる機会を提供し，情操･芸術教育を推進します。

・教育活動について家庭・地域への適切な情報提供と丁寧な説明を行います。

・学校評価を積極的に活用し，教育活動の改善・充実を図ります。

・地域の特性を生かした協働のあり方を検討し，地域との連携・協働を推進します。

・家庭の実情に合った協働のあり方を検討し，家庭と協働して生きる力をはぐくみます。

･専門家や地域人材の活用を図り，部活動をはじめとする教育活動等の充実や関係部局・機関との連携を推
進します。

・地域の願いや子どもたちの声を生かした学校経営を推進します。

・研修及び教育研究への支援を充実し，教員の資質・能力の向上を図ります。

・学校の創意を生かし，子どもや保護者，地域にとって魅力ある学校づくりを推進します。

・持続可能な学校指導体制づくりを推進します。

・児童・生徒の安全確保に向けた支援体制の充実を図ります。

・学校施設の計画的改修と修繕を推進します。

・安心安全な給食の提供に向けた取組みを推進します。

・情報機器やデジタル教材等を活用し，効果的な学習指導の充実を図ります。

・学校図書館の機能を強化・充実させ，市立図書館との積極的な連携を推進します。

・いじめ・不登校等に対する組織的な対応を推進します。

・外国籍や障がいのある子ども等支援が必要な児童・生徒への支援の充実を図ります。

・特別支援教育の環境整備を一層進め，個に応じた指導・支援の充実を図ります。

第３期教育振興基本計画

（１）生きる
力をはぐく
む質の高
い学校教
育の推進

①生命と人格・人権を尊重
する態度の育成

（２）家庭・
地域との
協働による
学校教育
の推進

①開かれた学校づくり

②家庭・地域の人材や教育
資源の活用

（３）教育
環境
の整備

①安心安全な学校生活の
ための環境整備

②生涯に渡って生きて働く
力の育成

③国際社会で活躍できる力
の育成

②学習環境の整備

③個に応じた教育の実現に
向けた環境整備
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「基本方針」・・・・・・ 教育目標を実現するための基本的な姿勢や考え方

  「施策」・・・・・・・・「基本方針」の実現に向けて取り組む施策

  「施策展開の方向性」・・「施策」を具体的に進めるための方向性

基本方針 施策 施策展開の方向性

・公民館の利用しやすい環境整備を進め，地域における学びや居場所の充実を図ります。

・地域の身近な場所で学ぶことができる環境の充実を図ります。

・世代を超えた交流や仲間づくり活動ができる機会の充実を図ります。

・図書館の利便性や利用率の向上を図るとともに，図書資料の充実・機能強化に向けた検討を行います。

③学びを活かす機会の充
実

・市民が自らの経験を活かし，活躍できる仕組みを検討します。

④スポーツへの参加機会の
充実

・スポーツを楽しむきっかけをつくるとともに，スポーツ活動への興味・関心を高め，参加と仲間づくりを推進し
ます。

・障がい者スポーツを含めた生涯スポーツの推進を図り，体力向上や生きがいづくりにつなげます。

・個人や団体の育成，スポーツ指導員の資質向上を図るとともに，体育施設の計画的な改修等を行います。

・狛江の歴史を身近に感じ，狛江への愛着や歴史に関心を持つきっかけづくりを行います。

・文化財等を適切に保管，継承しつつ，効果的に公開・活用できるような保管・展示場所の確保について，具
体的に検討します。

②文化財の活用の推進 ・誰もが狛江の歴史を身近に感じられるような取組みを推進します。

③伝統文化の保存と活用 ・地域に伝わる文化を生かした事業を推進します。

第３期教育振興基本計画

①学びの環境づくり

②生涯を通じた学びの実現

⑤ライフステージに応じたス
ポーツの推進

（５）歴史
への
理解と
継承

①歴史の継承・文化財の保
存

（４）生涯を
通じた学び
の
充実
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２．予算・庶務関係 

（１） 予算額推移（当初予算）  

（単位：千円）

 令和２年度 31 年度 30 年度 29 年度 28 年度 27 年度 

一般会計歳出総額 29,929,000 28,598,000 28,406,000 26,690,000 26,588,000 26,173,000

教育費歳出総額 4,233,388 2,786,547 2,928,452 2,382,133 2,776,466 3,194,856

教育費の割合 14.1％ 9.64％ 10.3％ 8.9% 10.4% 12.2％

教
育
費
内
訳

教育総務費 462,140 451,606 385,242 362,115 374,749 356,180

小学校費 1,269,974 747,569 879,586 591,238 924,381 871,920

中学校費 1,226,770 544,082 410,119 384,206 488,619 983,145

幼児教育費 486,592 234,337 241,365 223,481 243,253 197,264

社会教育費 619,632 667,851 898,107 648,998 633,705 669,525

保健体育費 168,280 141,102 114,033 172,095 111,759 116,822

（２） 基礎数値 （特別支援学級を含む）                       令和２年５月１日現在

人    口 面 積 
学校数 児童生数 学級数 

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

住基 人 K ㎡    校 校 人 人 学級 学級 

（外国人を含む） 83,649 6.39 6 4 3,622 1,289 121 41 

（３） 教育委員会会議の状況  

区分 

年度 

会議回数 

議案件数 

総数 可決 否決 その他 

H27 13 61 61   

H28 13 50 50   

H29 13 45 45   

H30 13 35 35   

H31 13 64 64   
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３．児童・生徒数，学級数及び教員数  

（１）児童・生徒数の推移（全体）

小学校                                                               各年度５月１日現在 

  H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 

学校数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

学級数 102 103 104 107 106 109 108 105 108 109 110  111 116 121 

児童数計 3,184 3,228 3,246 3,257 3,180 3,194 3,158 3,183 3,244 3,246 3,267 3,394 3,518 3,622 

男 1,664 1,672 1,678 1,705 1,641 1,659 1,614 1,632 1,675 1,664 1,702 1,741 1,818 1,861 

女 1,520 1,556 1,568 1,552 1,539 1,535 1,544 1,551 1,569 1,582 1,565 1,653 1,700 1,761 

中学校 

  H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 

学級数 39 38 39 40 43 44 43 42 42 41 43 44 42 41 

生徒数計 1,196 1,213 1,222 1,271 1,371 1,375 1,375 1,316 1,331 1,349 1,360 1,320 1,286 1,289 

男 619 638 650 661 720 715 743 706 721 725 695 677 641 671 

女 577 575 572 610 651 660 632 610 610 624 665 643 645 618 

（２）小学校別児童数の推移                              各年度５月１日現在

  Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 R2 

第一小 
(15) 

569 

(13) 

596 

(16) 

614 

(19) 

618 

(23) 

664 

(19) 

724 

（27） 

779 

第三小 
<23> 

462 

<24> 

465 

<35> 

440 

<41> 

446 

〔3〕<45> 

473 

〔5〕<56> 

481 

〔７〕〈50〉 

503 

第五小 502 507 496 549 562 605 615 

第六小 515 522 530 525 533 545 552 

和泉小 
<35> 

545 

<34> 

571 

<45> 

581 

<45> 

573 

<46> 

577 

<47> 

578 

〈53〉 

555 

緑野小 
(11)<59> 

564 

(13)<65> 

557 

(13)<72> 

556 

(11)<86> 

526 

(11)<83> 

548 

(17)<92> 

544 

（23）〈102〉 

561 

合計 

3,157 

(26)<ll7> 

3,183 

3,218 

(26)<123> 

3,244 

3,217 

(29)<152> 

3,246 

3,237 

(30)<172> 

3,267 

3,357 

(34)<174>

〔3〕3,394 

3,477 

(36)<195>

〔5〕3,518 

3,565 

（50）〈205〉 

〔７〕3,622 

 ＊（ ）内は固定の知的障がい学級で外数 ＊〔 〕内は情緒障がい学級で外数 

＊< >内は通級の情緒障がい学級で内数（28 年度から特別支援教室） 
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（３）中学校別生徒数の推移                              各年度５月１日現在 

  Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 R2 

第一中 
(17) 

330 

(20) 

307 

(22） 

324 

(22) 

354 

(22) 

370 

(24) 

362 

(23) 

366 

（20） 

384 

第二中 
<9> 

443 

<3> 

426 

<6> 

441 

<18> 

437 

<29> 

420 

<40> 

417 

<45> 

394 

〈48〉 

405 

第三中 247 240 244 244 266 247 258 245 

第四中 338 323 300 292 282 270 245 255 

合計 

1,358 

(17)<9> 

1,375 

1,296 

(20)<3> 

1,316 

1,309 

(22)<6> 

1,331 

1,327 

(22)<18> 

1,349 

1,338 

(22)<29> 

1,360 

1,296 

(24)<40> 

1,320 

1,263 

(23)<45> 

1,286 

1,269 

（20）〈48〉 

1,289 

   ＊（ ）内は固定の知的障がい学級， < >内は通級の情緒障がい学級で内数（30 年度から特別支援教室） 

（４）学校学級別児童・生徒数                              令和２年５月１日現在   

小学校 中学校 

総数 
通常学級 特別支援

固定学級 
総数 

通常学級 特別支援

固定学級 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

総数 
学級数 121 21 21 19 17 17 18 8

総数
学級数 41 14 13 11 3

児童数 3,622 651 615 622 551 545 581 57 生徒数 1,289 451 425 393 20

一小 
学級数 27 5 5 4 3 3 3 4

一中
学級数 14 4 4 3 3

児童数 806 156 146 132 113 113 119 27 生徒数 384 128 131 105 20

三小 
学級数 17 3 3 3 2 2 3 1

二中
学級数 11 4 3 4

児童数 510 103 80 97 67 71 85 7 生徒数 405 141 120 144

五小 
学級数 20 3 4 3 4 3 3

三中
学級数 8 3 3 2

児童数 615 95 114 107 122 85 92 生徒数 245 86 93 66

六小 
学級数 18 3 3 3 3 3 3

四中
学級数 8 3 3 2

児童数 552 100 97 93 90 90 82 生徒数 255 96 81 78

和泉小 
学級数 18 3 3 3 3 3 3

児童数 555 89 90 92 88 95 101

緑野小 
学級数 21 4 3 3 2 3 3 3

児童数 584 108 88 101 71 91 102 23

（５）教員数 令和２年５月１日現在 （人）

小学校 中学校 

総数 一小 三小 五小 六小 和泉小 緑野小 総数 一中 二中 三中 四中 

194 37 29 28 27 33 40 90 25 29 18 18
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４．特別支援教育  

 特別支援学級  

① 固定学級 

固定学級  児童・生徒数の推移         各年度５月１日現在 

小学校固定学級  児童数・学級数          令和 2 年５月１日現在

学校名 学級名 
児童数 

学級数
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

狛江第一小学校 いずみ学級 4 2 5 4 7 5 27 4

狛江第三小学校 あおば学級 1 1 2 3 7 1

緑野小学校 えのき学級 5 8 5 2 2 1 23 3

中学校固定学級  生徒数・学級数   令和 2年５月１日現在 

学校名 学級名 
生徒数 

学級数
１年 ２年 ３年 合計 

狛江第一中学校 １組 5 4 11 20 3

  ② 特別支援教室 

特別支援教室（通級指導学級）  児童・生徒数の推移    各年度５月１日現在 

※平成 28 年度から小学校は特別支援教室利用児童数 

※平成 30 年度から中学校は特別支援教室利用児生徒 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 

小学校 22 28 23 28 32 33 26 26 29 30 37 36 57

中学校 25 19 23 21 22 17 20 22 22 22 24 23 20

 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 

小学校 48 56 57 65 59 74 97 117 123 152 172 174 195 205

中学校 14 15 15 16 16 7 9 3 6 18 29 40 45 48
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小学校特別支援教室   児童数      令和２年５月１日現在 

学校名 学級名 
児童数 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

狛江第三小学校 ひまわり教室 2 4 6 3 6 3 24

狛江第六小学校 ひまわり教室 1 2 5 8 6 4 26

狛江第一小学校 けやき教室 4 5 3 7 5 5 29

和泉小学校 けやき教室 3 5 4 4 7 1 24

狛江第五小学校 ふたば教室 6 3 6 13 14 6 48

緑野小学校 ふたば教室 9 5 6 9 11 14 54

中学校特別支援教室 生徒数   令和２年５月１日現在 

学校名 学級名 
生徒数 

１年 ２年 ３年 合計 

狛江第一中学校 くすのき教室 3 9 0 12

狛江第二中学校 くすのき教室 8 4 3 15

狛江第三中学校 くすのき教室 3 2 3 8

狛江第四中学校 くすのき教室 5 2 6 13
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５．社会教育  
（１） 埋蔵文化財年度別発掘調査及び立会件数 

  H25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 H31 

発掘調査 11（2） 8（2） 9（3） 5 12（2） 13(3) 10(1) 

 本調査 2（2） 2（3） 3（3） 0 0 4(3) 3(1) 

 確認調査 9 6 6 5 12（1） 9 7 

 立   会 38 57 55 46 51 43 67 

 ※調査件数のうち(  )内は事業者負担で実施した件数(内数)

（２） 体育施設利用件数 

施設名 H27 H28 H29 H30 H31 利用者数

(延人数) 

市民グランド 1,153 件 1,020 件 926 件 962 件 1,053 件 43,775 人 

多摩川緑地公園グランド 1,726 件 1,554 件 1,343 件 1,482 件 732 件 63,022 人 

西和泉グランド 887 件 825 件 852 件 895 件 563 件 15,308 人 

西和泉体育館 1,396 件 1,325 件 1,329 件 1,363 件 1,075 件 16,806 人 

市民テニスコート(東野川,元和泉) 7,500 件 7,491 件 7,495 件 7,336 件 7,429 件 31,425 人 

市民プール(単位:延人数) 20,213 19,260 18,905 22,146 20,913 ― 

市民総合体育館(単位:延人数) 183,742 185,264 226,581 213,189 193,559 ― 

（３） スポーツ教室，大会の開催状況（Ｈ31 年度）                       （単位：日・人） 

スポーツ教室,大会名 
開催

日数 

参加

者数 

少年野球大会 14 158 

少年少女サッカー大会 3 402 

少年少女綱引き大会 1 90 

少年少女剣道大会 ― ― 

市民スポーツ大会 20 2,346 

市民スポレク大会 9 2,408 

障がい者スポーツ教室 10 66 

多摩川スポーツ教室 3 65 

（４） 古民家園入園者数 

Ｈ26 H27 H28 H29 H30 H31 

開園日数 255 日 308 日 306 日 306 日 306 日 299 日 

入園者数 27,637 人 25,722 人 25,533 人 22,270 人 20,012 人 22,663 人 

スポーツ教室,大会名 
開催

日数 

参加

者数 

成人スポーツ教室 17 328 

卓球教室 ― ― 

フットサル教室 3 32 

バスケットボール教室 8 163 

綱引き教室 2 74 

バドミントン教室 6 99 

'ビーチボール教室 6 147 

タグラグビー教室 5 35 
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６．公民館  
（１） 中央公民館利用状況（Ｈ31 年度） 

利用状況 利用件数 利用率 月平均 

利用件数

（件） 

利用者数 月平均 

利用者数

（人） （件） 
うち目的

外 
（％） （人） 

総  数 6,918 4 76.0 577 86,971 7,248 

内
訳

第一会議室 754 2 82.9 63 6,646 554 

第二会議室 644 2 70.8 54 5,221 435 

第三会議室 770 0 84.6 64 5,724 477 

第四会議室 729 0 80.1 61 10,244 854 

講座室 679 0 74.6 57 13,592 1,133 

和室 748 0 82.2 62 7,415 618 

ホール 787 0 86.5 66 17,869 1,489 

視聴覚室 773 0 84.9 64 11,105 925 

料理実習室 453 0 49.8 38 5,076 423 

美術工芸室 581 0 63.8 48 4,079 340 

※開館日数 309 日(貸出日数 304 日)※保育室 197 件   

(市民創作展,市民まつりのため開館日数と貸出日数及び貸出区分数に差がある)   

※祝日開館により部屋別に一部使用制限等あり。   

※陶芸窯 63 件(１工程につき１件とする)   

※６日間の臨時休館あり（台風関係２日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため４日）  

（２） 西河原公民館利用状況（Ｈ31 年度） 

利用状況 利用件数 利用率 月平均 

利用件数

（件） 

利用者数 月平均 

利用者数

（人） 
（件） 

うち目的

外 
（％） （人） 

総  数 5,819 31 59.6 485 62,168 5,181 

内
訳

視聴覚室 736 0 82.9 61 6,605 550 

リハーサル室 767 0 86.4 64 6,337 528 

多目的ホール 685 2 77.1 57 18,066 1,506 

料理実習室 372 0 41.9 31 3,506 292 

茶室 456 2 51.4 38 2,146 179 

和室 619 0 69.7 52 5,364 447 

学習室 1 467 7 52.6 39 7,723 644 

学習室 1 559 9 63.0 47 5,069 422 

学習室皿 460 5 51.8 38 3,584 299 

生活工芸室 496 6 55.9 41 3,158 263 

暗室 202 0 22.7 17 610 51 

※開館日数 304 日(貸出日数 296 日) (いべんと西河原のため,開館日数と貸出日数に差がある) 

※陶芸窯 53 件(１工程につき１件とする)  幼児室 275 件 

※６日間の臨時休館あり（台風関係２日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため４日）  
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（３） 公民館事業等の利用状況（Ｈ31 年度）                               （単位：回・人） 

実施事業名 
実施

回数 

参加

者数 

夏休み将棋教室 3 67 

初心者のための囲碁教室 6 55 

子ども陶芸教室 1 39 

子ども木工教室 1 11 

紙漉きアート教室 1 5 

電気のしくみを知ろう! 2 43 

夏休み子ども・中高生スペース 6 500 

子どもの実験教室 10 131 

狛江市青年教室 8 70 

チャレンジ青年学級 15 129 

市民ゼミナール「住んでて良かった狛

江」 
8 69 

趣味教養講座「フラワーアレンジメント

編」 
1 14 

連続講座「居場所というアポリア」 5 149 

女性セミナー１ 親子でリトミック「クリ

スマス音楽で遊ぼう」 
2 30 

女性セミナー1 「美以四季（びいしき）

～食と身体と内面美容～」 
1 20 

女性セミナー２ 「子育てについて考え

る」 
11 107 

いきいき子育てルーム 45 843 

保育室学習会 10 110 

学習グループ保育 66 604 

にこにこ広場 4 83 

日本語教室 36 580 

西河原映画会 10 754 

市民大学 こまえ事業所シリーズ 「狛

江市唯一の宿」川田旅館 
1 51 

市民大学 iPS 細胞とはなにか 1 44 

スマホ講座 4 43 

パソコン室一般開放 5 15 

おはなし会 41 499 

実施事業名 
実施

回数 

参加者

数 

市民大学 温故知新 part１「陰陽五行

と身土不二」 
1 53 

市民大学 温故知新 part２「旧暦と暮

らし」 
1 80 

市民大学 私たちの暮らしの中の宇

宙利用 
1 37 

市民大学 春季課外講座筑波宇宙セ

ンター・つくばエキスポセンター 
1 39 

市民大学 時事講座 激変の国際情

勢 米中サイバー冷戦下の中国 
1 49 

市民大学 時事講座 激変の国際情

勢 北方領土問題 
1 46 

市民大学 時事講座 激変の国際情

勢 西ドイツの移民 
1 52 

市民大学 地域連携講座 東京慈恵

会医科大学附属第三病院 緩和ケア

とそれにまつわる話 

1 42 

市民大学 地域連携講座 電力中央

研究所 鬼と呼ばれた男 
1 51 

市民大学 納涼コンサート 箏とチェロ

の物語 茂とラテンな仲間たち 
1 67 

市民大学 地域連携講座 東京慈恵

会医科大学附属第三病院 上手な救

急病院の受診の仕方 

1 48 

市民大学 東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック大会の準備状況について 
1 50 

市民大学 Tokyo2020 オリンピック・パ

ラリンピックは序章に過ぎない インバ

ウンド（訪日外国人）が日本にもたらす

もの 

1 33 

市民大学 秋季課外講座 大谷資料

館・道の駅うつのみやろまんちっく村 
1 40 

市民大学 西河原平日講座 養蚕・生

糸・絹織物を学ぶ 
3 35 

市民大学 障害を持つ息子へ ～息

子よ。そのままで、いい。～ 
1 18 

市民大学 小澤幹雄のやわらかクラッ

シック兄・征爾と小澤家のファミリーヒ

ストリー 

1 38 

市民大学 環境と気象 1 41 

市民大学 新春落語 真打古今亭ぎ

ん志さん 
1 76 

市民大学 「僕の青春の夢」なぜシナ

リオライターになったか 
1 23 
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７．図書館  

図書館・西河原公民館図書室・地域センター図書室利用状況（個人） 

年度施設名 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 H31 

中央図書館 

蔵書冊数 170,216 167,972 170,663 169,314 169,715 170,749 

貸出冊数 319,226 311,600 316,414 323,596 339,000 326,364 

登録者数 22,687 22,599 22,407 18,479 18,887 18,626 

野川地域センター

図書室 

蔵書冊数 21,990 22,342 22,816 23,215 22,734 22,466 

貸出冊数 47,212 44,557 42,668 40,544 41,500 21,591 

登録者数 1,823 1,768 1,752 1,406 1,369 1,305 

上和泉地域 

センター図書室 

蔵書冊数 26,179 26,286 26,120 26,493 26,661 26,782 

貸出冊数 30,350 30,027 29,062 32,882 34,327 35,573 

登録者数 1,297 1,254 1,219 972 928 927 

岩戸地域センター

図書室 

蔵書冊数 19,198 20,060 20,250 20,712 20,817 21,008 

貸出冊数 0 46,835 47,420 48,599 49,094 51,365 

登録者数 1,356 1,492 1,507 1,253 1,333 1,462 

南部地域センター

図書室 

蔵.書冊数 20,302 20,453 20,684 20,880 21,065 21,331 

貸出冊数 36,669 36,250 33,741 34,629 35,347 35,626 

登録者数 1,591 1,564 1,517 1,189 1,249 1,219 

西河原公民館 

図書室 

蔵書冊数 36,254 36,036 34,722 33,869 32,280 32,289 

貸出冊数 48,829 49,384 46,786 44,545 32,001 45,074 

登録者数 2,541 2,507 2,480 1,931 1,809 1,796 

合計 

蔵書冊数 294,139 293,149 295,255 294,483 293,272 294,625 

貸出冊数 482,286 518,653 516,091 524,795 531,269 515,593 

登録者数 31,295 31,184 30,882 25,230 25,575 25,335 

※南部地域センター図書室は改修工事のため平成 25 年 8 月 1 日から平成 26 年 2 月 28 日まで休室 

※岩戸地域センター図書室は改築工事のため平成 25 年 12 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで休室 

※西河原公民館図書室は改修工事のため平成 30 年５月 10 日から７月 31 日まで休室 

※野川地域センター図書室は改修工事のため令和元年８月１日から令和２年１月 31 日まで休室 

※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、中央図書館は令和２年２月 29 日から令和２年３月 27 日まで予約

本受取対応のみとし、貸出室・調査室立ち入り不可。また令和２年３月 28 日から令和２年５月 31 日まで、全館・

室で臨時休館（室）。 
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