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基本目標Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ

（１）学校教育の振興

現 状

社会生活の中では、偏見や差別などの様々な人権課題があり、国際化、情報化、少子高齢化の進展に伴っ

て新たな人権課題も生じており、人間尊重の理念を広く社会に定着させ、様々な人権課題にかかわる差別意

識の解消を図るため、各学校においては人権尊重教育を推進してきました。

これからの変化の激しい社会を担う子どもたちに必要な力として、基礎・基本を確実に身に付け、自ら課

題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、よりよく問題を解決する能力や、自らを律しつつ、他人を思いや

る心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などが求められており、めぐろ

学校教育プランを定め、「生きる力」をはぐくむ学校教育を進めてきています。

一方、心の悩みや不安を抱えている子どもへの対応や、不登校やいじめの問題に対応するため、スクー

ルカウンセラーの派遣や、学習支援教室「めぐろエミール」の設置などにより、一人ひとりの子どもたちへ

のきめ細やかな支援を行っています。

また、発達障害（＊）や知的障害、肢体不自由など特別な支援が必要な子どもについて、特別支援学級設

置や特別支援教育専門員による巡回訪問、特別支援教育相談員による個別相談など、一人ひとりの教育的ニ

ーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な

支援を行っています。

さらに、社会の情報化も進展し、インターネットや携帯電話などの有用性の高い情報通信機器が生活に定

着する反面、インターネット上での誹謗中傷や犯罪などに子どもたちが巻き込まれる事件も起きています。

区では、「目黒区児童・生徒の携帯電話使用等に関する指針」を策定し、区と学校・家庭・地域とが一体と

なり、携帯電話を含めた情報通信機器を適切かつ安全に活用できる子どもをはぐくむ取組を進めています。

課 題

○すべての大人、子どもが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的

ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが求められています。

○新学習指導要領（＊）に基づき、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」など「生きる力」をバラン

スよくはぐくむことが求められています。

○子どもの心の悩み、不安への対応が求められています。また、不登校やいじめの問題は引き続き重要な課

題であり、的確な対応が求められています。

○発達障害や知的障害、肢体不自由など特別な支援の必要な子どもに対し、一人ひとりの教育的ニーズに応

えた学習指導を行うことが求められています。

○子どもが携帯電話などの情報通信機器の所有や利用にあたっては、情報を正しく読み解く力や情報モラル

を身に付けるなどの教育を推進することが必要です。



施策の方向

○一人ひとりの子どもが、人権の意義や重要性等について理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを

認め、具体的に行動でき、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるよう、人権尊重教育を推

進します。

○「確かな学力」の向上に向けて、子どもがわかる楽しさを実感できる教育を進めます。また、教員と子ど

もがより一層向き合える環境の整備を図ります。

○「豊かな心」をはぐくむために、道徳教育の充実、自然と触れ合い学ぶ機会の拡充、伝統と文化を学び親

しむ機会の充実、国際理解教育の推進、読書活動の推進などの取組を進めます。

○子どもの健康課題を改善し、「健やかな体」を保持するために、子どもが健康の大切さを理解し、健康づ

くりを実践する力を身に付けさせる健康教育を推進します。

○子どもの不登校、いじめ、さらには虐待などの問題の深刻化を防ぐため、目黒区と学校・家庭・地域が連

携し、早期の発見と対応を図るとともに、個々のケースに応じた教育相談機能の充実を図ります。

○子どもの障害などに応じた学習環境を整備し、一人ひとりに対応した学習指導を進めるとともに、就学前

早期からの就学相談の充実を図ります。

○子どもの自主性と社会参加を促進するための学習機会を充実します。

○子どもに情報モラル等を含めた情報活用能力を身に付けさせるとともに、情報通信機器の利便性と危険性

を理解し安全に利用するための教育を推進します。また、高度に発達した情報社会の中で、目黒区と学

校・家庭・地域が連携し、子どもを加害者あるいは被害者にしない取組を進めていきます。

【評価指標】

指標 現状 目標

学校が楽しいと感じる子どもの割合（小学５年生） 64.9％ 75％



基本目標Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ

【主な事業】

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〈人権政策課〉

人権オープンスクール

（小･中学校各1回）

小・中学生人権啓発標語作品

展 （私立を含む３３校

９，９８２人参加）

このほか、人権擁護委員が人

権教室などの啓発活動を実施

した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

〈教育指導課〉

実施

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

新学習指導要領の内容に基づ

いて人権教育全体計画、人権

教育年間指導計画の見直し、

同和問題に関する人権学習の

推進

〔事業№1104〕【再掲】

人権教育

（人権政策課、

教育指導課、

生涯学習課）

区立学校における授業や課外活動、人権オー

プンスクール、また、児童館、青少年プラ

ザ、社会教育館等の事業を通して、人権尊重

の理念を定着させ、同和問題や男女平等など

の人権教育を推進する。

継続

〈生涯学習課〉

『メディアよみとき塾』、

『外国人とともに暮らす

街』、『江戸歌舞伎の事件

簿』、『世界の子どもたち』

の４講座（１５回）を実施し

た。参加者計１２０人。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

様 な々人権問題を取り上げた

講座を実施する必要がある。

〔事業№1105〕【再掲】

スクールカウンセラーの区

立学校派遣

（めぐろ学校サポートセン

ター）

いじめ、不登校等の問題を解決するため、学

校、保護者、教育委員会、民生・児童委員、

主任児童委員が連携した一体的な対応の拡充

を図る。また、心の悩みや不安に応えるた

め、「スクールカウンセラー」を配置する。

（区立小学校へは区が派遣。区立中学校へは

都が派遣。）

継続 区立全小・中学校へスクー

ルカウンセラーを週1回派

遣したほか、緊急時には学

校長の要請に基づき、要請

派遣を行った。

スクールカウンセラーの延

べ相談件数

小学校   12,734件

中学校     4,208件

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

派遣回数・時間数の増が課題

である。

〔事業№1106〕【再掲】

スクールソーシャルワーカー

（ＳＳＷ）の設置

（めぐろ学校サポートセン

ター）

スクールソーシャルワーカーを区立学校に派

遣し、子どもを取り巻く様々な環境などに起

因した、不登校等の課題に関し、スクールカ

ウンセラーや福祉も含めた関係機関と連携し

ながら解決を図る。

新規 平成22年度途中からスクー

ルソーシャルワーカーを設置

し、区立学校に派遣を開始し

た。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

学校に対しスクールソーシャ

ルワーカー配置の狙いや具体

的運用方法について周知を図

る必要がある。



事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№1107〕【再掲】

長期欠席児童・生徒への学

習支援

（めぐろ学校サポートセン

ター）

長期欠席の児童・生徒一人ひとりの状態に応

じた指導・援助を行い、自立の力をつけ、集

団生活への適応を図るとともに、学校復帰を

目指す学習支援教室を運営する。また、不登

校児童・生徒の自宅へ「メンタルフレンド」

を派遣し、話し相手や相談相手になり、一緒

に遊ぶ等のふれあいを通して自分自身を見つ

めさせ、人と社会とのかかわりを促すことを

目的としたメンタルフレンド事業を行う。

継続
・学習支援教室「めぐろエ

ミール」の開室（開室日：

週5日、時間：午前9時半

～午後3時（水曜日は午前

12時まで））

通級児童・生徒31名

指導体制 10名

相談・学習・体験の各活動

を行った。

・メンタルフレンド

6名（小学生3名・中学生3

名対象）を派遣した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

継続して「めぐろエミール」

に通級する児童・生徒がお

り、継続者の減少を図ること

が重要である。また、特別な

支援を必要とする児童・生徒

の通級があり、特別支援教育

支援員との連携が必要であ

る。

〔事業№4101〕

少人数学習集団による指導の

拡充とティーム・ティーチングの

拡充（学習指導講師等の拡

充）

（教育指導課）

少人数の学習集団をつくり、学習内容の習熟

の程度に応じた指導や課題学習や発展学習を

取り入れた指導を行う。

また、複数の教員が協力して指導と評価を行

うティーム・ティーチングを充実する。

【22年度】

①学習指導講師

拡充

②学習指導員

継続配置

実施

学習指導講師２２人

（21年度18人⇒22年度

22人）

学習指導員24,926時間

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

学力の定着とさらなる学力の

向上を図るため配置を継続す

るとともに活用方法のさらな

る工夫を図る。中学校におい

て学習指導員を活用した放課

後学習や土曜日の補習教室を

展開していく。

〔事業№4102〕

特色ある教育活動の推進

（教育政策課）

授業時数の拡大や指導体制の充実により、確

かな学力の定着・向上を図り、魅力と活力に

あふれる学校を実現し、子ども・保護者・地

域から信頼される学校を目指す。

「めぐろの特色ある教育活動」をより充実さ

せるため、区独自教員の任用に向けた制度構

築の検討を行う。

拡充

①めぐろの特色あ

る教育の実施と

区立中学校の新

たな魅力づくり

に向けた施策の

実施

・特色ある英語教

育・活動、理数

教育、健康教

育、環境教育の

実施

・中学校部活動の

支援

・ＩＣＴ環境整備

ほか

②区独自教員任用

に向けた制度構

築検討

・めぐろ学校教育プランの推

進状況調査の実施。

2回（６月、１０月）

・めぐろ学校教育プラン推進

委員会の開催。

2回（１２月、２月）

【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

区立小中学校の児童生徒の

在籍率の向上に向けて、引き

続き、めぐろ学校教育プラン

に基づき、特色ある「めぐろ

の教育」を継続・発展させて

いく。



基本目標Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4103〕

環境教育の充実

（学校運営課）

区は「環境の保全のための意欲の増進及び環

境教育の推進に関する法律」に基づき、学校

教育及び社会教育における環境教育の推進に

必要な施策を講ずるものとされ、各学校が

「学校版めぐろグリーンアクションプログラ

ム」を基に環境教育に取り組む。

継続 20年度までに全校で実

施し、22年度も引き続き

全校で実施した。

各教科や総合的な学習の

時間等で取組む環境学習や

児童・生徒・教職員が一体

となって取組む省エネ・省

資源活動を継続的に推進し

た。また取組みが特に優秀

な学校及び特徴的な活動を

行った学校を表彰した。

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

定着してきているが、取組み

について学校によって温度差

があるため、引き続き継続し

ていく必要がある。

〔事業№4104〕

自然体験・生活体験の場の充

実

（教育指導課）

子どもたちが校外での豊かな環境の中で自然

体験や宿泊体験を拡充するため、これまで実

施してきた教育課程内・外の類似事業を整理

し、区立の小学校4年生から中学校1年生

までの毎年、「自然宿泊体験教室事業」を実

施する。

拡充

区立の小学校4年

生から中学校1年

生までの毎年、

「自然宿泊体験教

室事業」を実施

小学校延べ７～８

泊

中学校3泊

興津自然学園（仮

称）（小４・６）

小学校八ヶ岳自然

宿泊体験教室

【22年度】

移行措置期間

（一部実施）

【23年度】

全区立小学校実施

中学校八ヶ岳自然

宿泊体験教室

【22年度】

実施 泊数増

（2泊→3泊）

小学校角田自然宿

泊体験教室拡大

（２校→3校）

中学校気仙沼自然

宿泊体験教室

（1校） 実

移動教室、夏季林間学園等を

実施するほか、小学校八ヶ岳

自然宿泊体験教室の先行実施

１０校で実施

小学校興津自然宿泊体験教室

の先行実施を４年生１１校、

６年生９校で実施

小学校特別支援学級４校合同

の興津自然宿泊体験教室を実

施

小学校角田自然宿泊体験教室

を３校で実施

中学校１年の自然宿泊体験教

室を八ヶ岳と気仙沼で実施

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

23年度の全校完全実施に向

けた諸準備、児童向けの学習

ガイドの作成

〔事業№4105〕

職場体験やボランティア活動

等の推進

（教育指導課）

職場体験やボランティア活動などを学校や地

域の特性に応じて取り組み、働くことの意義

を理解したり社会に奉仕する心を育てたりす

る。

拡充

全区立中学校で５

日間の体験ができ

るようにするとと

もに、生徒の体験

の選択肢が増える

よう、協力事業所

の開拓をさらに充

実させる。

・協力事業所は４８０を越

え、当初の目標である５０

０を達成しつつある。

・5日間職場体験を実施する

学校も毎年増えてきている。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

・事故発生時の緊急対応につ

いてマニュアル等を作成し

共通理解を図る。

・内容の充実を図る。



事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4106〕

読書活動の推進

（教育指導課）

読書活動を推進し、子どもたちに多くの言葉

を身につけさせ、言葉にかかわる感覚を磨

き、「考える力」や「表現する力」「想像す

る力」などを高めるとともに豊かな感性や情

操をはぐくむ。そのため、各学校が読書計画

を策定するとともに、学校図書資料の充実や

学校図書館ボランティアの一層の活用を図

る。

充実
・朝読書、読み聞かせ等学校

図書館や本や言葉に多く触

れる機会を増やしてきた。

・学校図書館ボランティア等

を活用して環境の整備を行っ

た。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

・小学校においては、各校の

司書教諭とさらに連携して

実践をする。

・中学校においては、担当教

諭、学校図書館支援員が連

携をして、具体的な活動方

法を検討し、実践する。

〔事業№4107〕

放課後学習の支援（学習指導

員の配置）

（教育指導課）

学習指導員を活用した放課後の学習支援を行

うことにより、基礎基本の確実な定着を図

る。

児童・生徒60一人ひとりの学力や学習意欲

に応じた学習の機会を拡大するため、放課後

の学習を支援する学習指導員を配置し、より

組織的な学習支援を実施する。

新規

学習指導員（放課

後学習支援）

各校配置

全中学校において放課後学習

教室を実施した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

平成２３年度はさらなる学力

向上を図るため、土曜日の補

習教室を実施する。

〔事業№4108〕

夏休み中の学校の対応の充

実

（教育指導課）

各区立学校が夏季休業日の短縮にも配慮しな

がら、児童・生徒の学習状況等に応じて創意

工夫し、長期休業中の子どもたちの学びや活

動を支援する。

継続 全区立小・中学校で、児童・

生徒の学習状況に応じた学習

教室を実施

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

夏季休業中の学校図書館開放

の充実

〔事業№4109〕

①特別支援教育の推 進

②通常の学級に在籍する障

害のある児童・生徒への支

援

③教職員への助言や支援

（めぐろ学校サポートセン

ター）

区立学校の通常の学級に在籍する障害のある

児童･生徒への学習面や生活面の支援のため

特別支援教育支援員の配置などを行う。ま

た、通常の学級に在籍する障害のある児童・

生徒への理解を深めるために、医学・心理・

教育など専門家による教職員への助言や支援

を推進する。

継続 通常の学級に在籍する特

別な支援を必要とする児

童・生徒に特別支援員を配

置し、生活面・学習面の支

援を行った。

小学校 全校

中学校 8校

延べ配置人員 97名

延べ配置時間

32,331時間

特別支援教育専門員が区

立小・中学校を前期・後期

各1回定期巡回訪問した。

また、学校からの要請に基

づき訪問を行った。

定期巡回訪問

全校

対象人数

延べ562人。

要請訪問

延べ 15校、

対象人数 延べ46人。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

特別な支援を必要とする

児童・生徒が増加傾向にあ

り、幼稚園にも特別な支援

を必要とする幼児が増加し

ていることから今後の対応

方法について検討していく

必要がある。また、配置し

ている特別支援教育支援員

の資質向上も課題である。



基本目標Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4110〕

特別支援学級の増設

（教育指導課）

一人ひとりの障害の状況に応じた適切な指導

が実現できるように、対象児童・生徒数の推

移を考慮し、情緒障害学級の増設を図る。

拡充

区立小学校

9校配置

（中根小・東山小

に開設）

区立中学校

2校配置

（第七中に開設）

実

中根小学校に情緒障害等通級

指導学級開設

区立小学校の情緒障害学級は

計４校設置

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

目黒区特別支援教育推進計

画（19年3月策定、22年

3月改定）に基づき、22

年度に情緒障害等通級指導

学級を中根小学校（西部地

区）に開設した。

また、24年度には中学校

情緒障害等通級指導学級を

第七中学校に開設する。

〔事業№4111〕

学校選択制の実施

（学校運営課）

区立小、中学校の隣接学校希望入学制度を実

施する。

継続 22年度は、中根小、東山

小を除き、隣接学校希望入学

制度を実施。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

特に中学校については、特

定の学校に申し込みが集中し

ている状況がある。また今後

の少人数学級の動向を踏ま

え、引き続き実施方法等検討

していく必要がある。

〔事業№4112〕

区立中学校の適正規模適正

配置の推進

（教育政策課）

平成15年9月策定した「望ましい規模の

区立中学校の実現を目指して」に基づき、統

合した目黒中央中学校の評価・検証を行い新

たな実施策を作成する。作成した実施策の実

現に向けた取組を行う。

新たな統合実施策

作成に向けた取組

の推進

・新たな統合実施策作成に向

け、目黒中央中学校統合評

価委員会を設置し、統合校

としての評価・検証を行っ

た。

【評価】1．２．③．4

【今後の課題】

目黒中央中学校の統合評価

結果を踏まえ、新たな統合実

施策作成に向けて検討を行

う。

〔事業№4113〕

情報教育の充実

（教育指導課）

個人情報保護に配慮し、子どもたちの情報活

用能力をさらに高めるとともに、授業の多様

化を図り情報教育を充実する。

充実

教員にＩＣＴ機器

を効果的に活用す

るスキルを身に付

けさせる。

携帯電話の取扱い

も含め、子どもた

ちの情報活用能力

や情報モラルをさ

らに高める。

・教員対象のICT機器活用研

修の実施。

・情報モラルは、総合的な学

習の時間、技術・家庭科の時

間を中心に実施

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

・小学校低・中学年からの継

続した指導が大切である。

・保護者への啓発活動もあわ

せて進めていく必要がある。

〔事業№4114〕

学校ICT環境の整備

（学校運営課）

①区立小･中学校の児童･生徒の 情報教育の

推進を図る。

②ＩＣＴ機器を活用し、工夫を 凝らした

「わかる授業」の実践を図る。

③区立小・中学校配備のコンピュータ機器リ

ース期間満了に合わせ、機器の更新を行

う。

拡充

各学校間のLAN

敷設及び、デジタ

ル教材データベー

スの構築

実

22年度は、17年度以降に導

入した機器の借上げ契約が継

続中であり、維持・運用のみ

実施。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

機器の活用をしやすくするた

めに、機器台数の増及び校内

ＬＡＮ環境の拡充を行うとと

もに、機器選定や配置方法を

工夫する必要がある。



事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4115〕

学校環境改善

（学校施設計画課）

トイレ改修、校庭整備などを計画的かつ重点

的に行い、児童生徒の学習環境と生活環境の

改善を進める。

①継続

②校庭整備

９校

実

校庭整備

小学校 1校

（月光原小学校)

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

校庭整備やトイレの改修は今

後とも計画的に進めて行きた

い。

〔事業№4116〕

学校評価の多様化と充実

（教育指導課）

区立学校による自己評価を徹底するととも

に、教育委員会で策定した学校評価の指針に

基づき保護者や地域の声による学校評価を引

き続き実施・公表し、学校運営に反映する。

継続

学校評価委員会の

意見を学校評価結

果のまとめとして

公表し、各校の教

育課程の編成に活

かす。

学校だよりやホームページ、

保護者会やＰＴＡ総会等で、

学校評価の結果を公表すると

ともに、学校評価委員会の意

見を学校評価の」まとめとし

てホームページに公表した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

学校評価の時期、共通設問の

文言を検討する。

〔事業№4117〕

学校評議員の活用

（教育指導課）

平成14年度から全校で委嘱した学校評議員

の知識・経験などを一層学校経営に活かす。

また、活動の充実を図るため支援を充実す

る。

継続

評議員の意見が評

価委員会等を通じ

て次年度の教育課

程に反映されるよ

うにする。

評議委員の意見が評価委員会

等を通じて次年度の教育課程

に反映されるようにした。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

学校運営の改善につながるよ

う、評議委員の構成について

校長に助言していく。

〔事業№4118〕

学校運営協議会制度の拡充

（教職員・教育活動課）

学校運営協議会制度を導入したモデル校の評

価検証を行い、導入校拡大をはかり保護者・

地域住民などと連携・協力した学校経営を目

指す。

拡大 平成20・21年度の２年間モ

デル校として指定した鷹番小

学校と田道小学校を継続して

平成2２・２３年度の2年間

モデル校として指定した。

各校で協議会を開催し保護

者・地域住民などと連携・協

力した学校経営を推進した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

2期2年目となるモデル校の

評価検証を行い、保護者・地

域住民等と連携・協力した学

校経営をより推進していくこ

とが課題である。



基本目標Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ

（２）幼児教育の振興

現 状

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であることから、幼稚園、保育園などにお

ける就学前の教育の充実が求められています。

区は、幼児の健やかな成長に資するため、すべての幼児と保護者が安心して幼児教育を受けられる環境の

整備を進め、幼児教育の振興を図っていくことが求められています。

基礎調査によれば、少子化や核家族化の進行などにより、子育てに関する保護者の不安感や負担感が増し

ています。また、共働き世帯の増加や働き方の多様化が進む中で、就学前の教育・保育に対するニーズも多

様化しています。こうした中で、子育てに対する不安感をもつ家庭への支援や、保護者が就労していても子

どもに幼児教育を受けさせたいというニーズに応えるため、子育て相談や預かり保育、一時保育など、子育

て家庭の支援を行う幼稚園も増えています。

区の幼児教育は私立幼稚園がその大半を担っており、私立幼稚園における幼児教育の充実と振興を図るた

め、私立幼稚園に対して支援を行っています。

区立幼稚園についても、家庭・地域社会と連携・協力した園経営が求められているところから、学校評議

員を設置し、保育内容や運営に関する情報を提供するとともに、意見交換を行い園経営に生かしています。

一方、小学校入学後の生活の変化に対応できにくい子どももいます。小学校１年生などの教室では、学習

に集中できない、教師の話が聞けずに授業が成立しないなど学級がうまく機能しない状況も見られます。就

学前の子どもが円滑に小学校生活に移行できるよう、一部の幼稚園や、保育園では、小学生と子ども同士の

交流活動を行うとともに、教員、保育士の教育に関する相互理解のための交流や、めぐろ学校サポートセン

ターでは、私立幼稚園や保育園を含めた教員や保育士を対象とした研修を実施しています。

課 題

○幼稚園と保育園の一体化など、国の幼児教育や保育に関する施策の動向を注視し、区としての対応を研究

していく必要があります。

○私立幼稚園や保育園を含めた、区の就学前施設全体における幼児教育の振興を図る必要があります。

○子育て世帯の多様なニーズに応えるため、幼稚園の保育時間延長や、保護者の就労の有無にかかわらず教

育・保育を一体的に提供する認定こども園の整備、地域における子育て相談や、保護者同士の仲間づくり

など、総合的な子育て支援を行っていく必要があります。

○私立幼稚園に対しては、教育環境や安全対策の整備を図るため、支援を行っていく必要があります。

○区立幼稚園は、地域に開かれた幼稚園として、家庭・地域社会との連携・協力のもとに、子育て環境の変

化や在園児数の減少などをも踏まえ、今後のあり方についても検討していく必要があります。

○子ども一人ひとりが小学校入学後の生活の変化に対応し、義務教育及びその後の教育において実り多い生

活や学習を展開できるよう、就学前施設と小学校が相互に教育内容を理解し、子ども同士の交流を図るこ

とや、指導方法の工夫と改善を図っていく必要があります。



施策の方向

○幼稚園と保育園の一体的な運営など、国の幼児教育や保育に関する施策の動向を見据えながら、区として

の幼児教育の振興を図っていきます。

○私立幼稚園における幼児教育の充実に向けた支援を継続していくとともに、私立幼稚園の独自性を尊重し

つつ、区の教育・子育て支援策等における連携・協力を図っていきます。

○区立幼稚園は、引き続き学校評議員との意見交換に努め、園経営に活かし、家庭・地域社会との連携・協

力による教育の充実を図るとともに子育て世帯の多様なニーズに応えるために、認定こども園への移行を

進めます。また、子育て環境の変化や在園児数の減少などを踏まえ、区立幼稚園の今後のあり方について

検討していきます。

○就学前の幼児が円滑に小学校生活に移行できるよう、幼稚園・保育園などの就学前施設の幼児と小学生の

交流や、教員と保育士の交流・連携を進め、就学前の幼児の円滑な小学校生活への移行を図ります。

【主な事業】

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4201〕

私立幼稚園への幼児教育研

究委託

（子育て支援課）

私立幼稚園における幼児教育の充実と振興を

図り、幼児教育の質の向上を図るため、私立

幼稚園協会に委託して幼児教育研究事業を実

施する。

継続
講演会・講習会 ４回

研究報告会実施

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

今後も引き続き、幼児教育

の充実及び質の向上を図っ

ていくことが必要である。

〔事業№4202〕

家庭・地域社会と連携・協

力した区立幼稚園運営

（教育指導課）

学校評議員を全園に設置し、地域との協力体

制づくりを推進する。

・保育内容や園運営等の情報の提供を推進す

る。

・幼稚園の自己点検・自己評価を実施する。

継続 各園で委嘱した学校評議員の

知識・経験を学校経営に生か

す取り組みを行った。

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№4203〕

区立幼稚園における遊びを

通した教育

（教育指導課）

遊びを中心とした集団生活をとおして、健康

な心と体、豊かな感性、人とかかわる力、道

徳性の芽生え、知的好奇心等をはぐくむ。

継続 新幼稚園教育要領に基づき、

引き続き遊びを通した豊かな

教育活動を実施。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

引き続き、各園の環境設備を

活用し、内容の充実を図る。



基本目標Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4204〕

区立幼稚園の認定こども園へ

の移行

（学校運営課）

就学前の教育・保育に対する多様なニーズへ

の対応、教育・保育の一体的な提供、保護者

に対する総合的な子育て支援を推進するた

め、区立幼稚園2園（げっこうはら、みど

りがおか）を認定こども園へ移行する。

拡充

区立幼稚園2園

の認定こども園

化

●げっこうはら

幼稚園

【22年度】

耐震診断

【23年度】

基本設計・実施

設計等

【24年度】

仮園舎設置、解

体工事

【25年度】

建築工事

【26年度】

認定こども園移

行

●みどりがおか

幼稚園

【24年度】

給食施設整備工

事

【25年度】

認定こども園移行

実

保育園の待機児童の急増な

ど、区民の子育て支援ニー

ズの変化を受け、改めて区

立幼稚園のあり方を検討

し、平成22年6月に、ひ

がしやま幼稚園（将来的な

改築を見据え移行予定）を

加えた区立幼稚園3園の認

定こども園への移行を決定

した。

げっこうはら幼稚園の耐震

診断を実施した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

実施方針を定めるなど、区立

幼稚園の認定こども園への円

滑な移行に向け、準備を進め

ていく。

〈保育課〉

各保育園で地域の小学校と

交流活動を実施。

保育所指導保育要録を入学す

る小学校へ送付し、小学校生

活に移行できるよう情報交換

をしている。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

地域の受け止め方の差をその

ように解消していくか

〔事業№4205〕

幼児と児童の交流活動

（保育課・教育指導課）

就学前の子どもたちが円滑に小学校生活に移

行していけるよう、幼児と児童の交流活動を

推進する。

拡充

教員間や保育士と

の円滑・適切な連

携による滑らかな

小学校生活への移

行の推進

就学前教育研修会

の実施

情報交換会等の充

実

保育参観、授業参

観等の相互訪問の

拡充

〈教育指導課〉

幼保小の交流（交流給食、授

業体験、遊びの交流、行事へ

の参加）等を実施。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

各小学校の交流学習・行

事として、計画的に実施さ

れている

教員間や保育士との円滑・

適切な連携をとることで、

さらに滑らかな小学校生活

への移行を進めることは引

き続き課題。



（３）文化・スポーツ活動の振興

現 状

子どもたちが主体的に活動できる魅力的な場と機会の提供の充実を図っています。

一方、文部科学省の調査により、子どもの運動能力、体力の低下が著しいことも明らかになっています。

生活様式の変化により、日常生活において身体を動かす機会が減少したことや、空き地や生活道路といった

子ども達の手軽な遊び場の減少等が主な原因と考えられます。子どもの時期に、運動･スポーツに親しみ身体

的能力の基礎を養うことは、心身の健全な発達･成長を促し、より豊かで充実した生活を送る上で大変重要な

ことです。

また、テレビやインターネットの情報メディアの発達等、生活環境の変化により、子どもたちの読書離れ

が進み、心の成長に大きな問題が生じかねない状況があります。

さらに、社会や生活様式の変化により、子どもが日本の伝統文化に接する機会が次第に少なくなってきま

した。

課 題

○子どもの自主性と社会参加を促進するための学習機会を充実することが必要です。

○子どもの遊び方及び生活空間の変化によって、屋外で遊ぶ機会が減少しています。運動能力や体力の養成

には、子どもを取り巻く環境を十分に理解し、体を動かす機会やスポーツに親しむ機会を意識し、確保し

ていく必要があります。子どもが遊びやスポーツで、身近に利用できる公共施設やスポーツに親しむ機会

が必要です。また、子どもの身体能力等を理解しているスポーツの指導者が必要です。

○子どもたちが読書を通じて豊かな想像力・思考力等を養うことや自発的に学ぶ習慣を付けることは、心豊

かに成長し人生をより深く生きる力を身に付けていく上で不可欠であるため、子ども読書活動を推進する

必要があります。

○日本や地域の特色ある伝統文化を次代を担う子どもに伝え、将来、国際社会の中で自らのアイディンティ

ティーをはぐくむ必要があります。

施策の方向

○子どもの自主性と社会参加を促進するための学習機会を充実します。

○子どもの身体的特性等を理解したスポーツ指導者を育成します。誰でも参加できる総合型地域スポーツク

ラブの育成・支援を行います。子どもがスポーツに親しむ機会を提供します。

○子どもたちの発達段階に応じた本との出会いが大切であることから、保健センター、保育園、小中学校等

の関係機関及びボランティアと連携し、乳幼児サービス（保健センターでのリーフレット配布、お話会）、

学校サービス（本の団体貸出、ブックトーク等の学校訪問、調べ学習等の図書館訪問）、YA サービス

（青少年向けの機関紙発行）等の更なる充実を図ります。

○地域の団体等と連携しながら、子どもが日本や地域の伝統文化を体験・習得できる機会の充実を図ります。



基本目標Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ

【評価指標】

指標 現状 目標

保健センターでのリーフレット配布数 1,200件 1,450件

図書館の読み聞かせボランティアの数 55人 105人

図書館の小・中学校等への団体貸出数 30,000冊 40,000冊

【主な事業】

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4301〕

社会教育館、青少年プラザ

等の子ども向け事業

（生涯学習課）

社会教育館、緑が丘文化会館、青少年プラザ

で青少年を対象とした自然体験・社会体験等

の社会教育講座を実施する。

継続 『中学生の自然体験ツア

ー』、『インドアエアプレー

ンを作ろう！』、『児童理科

クラブ』など２１講座（１２

１回）を実施した。

参加者計４９７人。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

青少年が体験することを通し

て、仲間を増やす楽しさを知

り、今後の社会教育活動につ

ながっていくような講座を今

後も実施する必要がある。

〔事業№4302〕

体育館等の子ども向け事業

（スポーツ振興課）

①「子どもサポートプラン」を実

施し、区立プールを中学生以下の子ども

に対して無料で開放する。

②各体育館等において、子どもや

親子が参加できるスポーツ事業

（教室講習会、スポーツ広場等）

を開催する。

継続 ① 5地区プール

延べ １６，542人

② ５地区体育館

延べ ８５，１９５人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

定期的にスポーツに親しみ、

子供向けスポーツ教室等の

実施により、子どもの体力向

上や、スポーツの普及に努め

る。

〔事業№4303〕

指導者養成講習会

（スポーツ振興課）

区民のスポーツ・レクリエーション活動が安

全で楽しく効果的に行なわれるようにするた

め、指導者として種目を越え、必要な理論・

技術を身につける。

その中で、子どものスポーツ活動に資する内

容を実施する。

継続 ７回

延べ１４４人
【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

引き続き、今後も実施し、よ

り多くの参加者を得るために

周知や、講習会内容を工夫し

ていく



事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№4304〕

図書館の子ども向け事業

（八雲中央図書館）

①乳幼児サービスの充実

乳幼児の保護者にはじめて出会う絵本を紹介

することにより、保護者の意識を高め、乳幼

児の本への興味を育成する。

②読み聞かせボランティアの育成

学校等で読み聞かせに取り組むボランティア

を新規に育成するとともに、既存ボランティ

アの技術向上を図るため読み聞かせの基礎講

座及びワークショップを開催する。

③児童資料の拡充

児童資料の購入冊数を増やすとともに、小・

中学校等への団体貸出の資料構成を一層充実

させる。

継続 図書館内おはなし会

 191回

小中学校等への出張おはな

し会等 49回

小中学校等からの図書館訪

問等 21回

保健センターでの乳幼児へ

の絵本の読み聞かせ

301組

保健センターでのリーフレッ

ト・バッグ等の乳幼児への配

布            1,200組

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

子どもが本に親しむ環境づ

くりに努めた。

〔事業№4305〕

子どもに魅力のある芸術文

化事業

（文化・交流課）

美術館・パーシモンホールで

子どもに魅力のある事業の充実を図る。

継続
【美術館】

①子ども向けワークショップ

の実施

延べ２９０人参加。

②美術館展覧会のギャラリー

ツアー・鑑賞教室

延べ５４９人の小学生が

参加。

【パーシモンホール】

①パレットプログラムの実施

（小１～高校生を対象に演

劇・ダンス・楽器の練習及

び発表会）８０名参加。

②弦楽アンサンブルワークシ

ョップの実施（小４～20

才が演奏会を目指して練

習）25名参加

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

２３年度も継続して、学校等

との連携を図りながら、事業

を実施する。

〈教育指導課〉

① 宮前小学校と八雲小学校

に狂言師を派遣し、小学校6

年生が狂言を体験した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

23年度は組織改正に伴い担

当所管が変更することから、

実績を踏まえた上で事業を継

続する。

〔事業№4306〕

子どもへの伝統文化の継承

（教育指導課、

文化・交流課）

①伝統芸能継承者を区立学校へ派遣する。

②小学生等を対象に将棋、囲碁、生け花、

茶の湯等の教室等を実施する。

拡充

〈文化・交流課〉

②『空手教室』、『囲碁教

室』、『いけ花スクール』、

『茶の湯スクール』、『落語

教室』、『将棋教室』の６講

座（３７回）を実施した。対

象は小学生。参加者計１９０

人。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

引き続き子どもへの伝統文化

の継承を図っていく。




