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現状と課題

成果指標
と目標値

各学校では、人権教育の全体計画に基づいて、子どもたちに生命や人権を尊重する教育を推進し
ているが、いじめや不登校などについては大きな課題である。子どもたちが、子ども同士あるい
は様々な人とかかわり、コミュニケーションを図ることで、互いのよさに気づき人を思いやる、
豊かな心をはぐくむ教育を充実させる必要がある。

成果指標

自立し多様な価値観をうけとめる未来の市民を送り出す学校

分野目標

(2) 学校では、少人数や習熟度別学習など、一人ひとりにきめ細やかな指導を充実させるなど、
柔軟な形態で魅力ある授業を展開し、子どもの学力の向上を目指す。

(5) 家庭と学校、地域が協力して、子どもの健康と体力の向上を目指す。

(1) 学校では、自分をかけがえのない存在であると認識するために、生命や人権を尊重する教育
の実施を目指す。

(3) 子どもたち一人ひとりの状況に応じて、安心して適切な教育を受けることができる場と機会
の提供が行われている。

(4) 特別な教育的支援が必要な子どもが、自分の可能性をのばすことができる教育環境で、一人
ひとりに応じた、きめ細かい教育をうけることができている。

小学校は「児童に思いやりや優しい心を育
てている」、中学校は「生徒に自他の生命
を大切にする心を育てている」と感じてい
る保護者の割合

算数・数学、中学校理科、英語を中心に少人数指導や習熟度別指導等、一人一人に応じた指導の
充実を図ってきた。中野区学力にかかわる調査において、区が設定した目標を達成する児童・生
徒が７割を超す項目は増加しているが、小中学校９年間をとおした学力の向上という点では課題
もある。今後は、「基礎的な知識・技能の習得」と「自ら考え、判断し、表現すること」、「問
題に積極的に対応し解決する力」を育てるとともに、小・中学校の連携や連続性を大切にした指
導の充実と、発達に応じた指導形態の工夫等による授業改善の必要がある。

長期的に見て子どもたちの体力が低下傾向にある中、平成１９年度から全小・中学校で体力テス
トを行い、体力向上プログラムを策定するとともに、体力向上のための取り組みを実施してきて
いる。成果を明確にするために、中野区の到達目標（中野スタンダード）を「健康にかかわる生
活や行動」「身につけさせたい体力」「身につけさせたい運動能力」の３つの内容で示した。今
後、到達目標達成のための授業モデルを充実させることで、子どもたちのよりよい生活習慣の確
立を図るとともに、健康や体力への関心を高め、主体的・継続的に体力づくりに取り組む態度を
子どもたちに身に付けさせる必要がある。

学力調査項目のうち、7割以上の児童・生
徒が目標値を達成できた項目の割合

常葉、軽井沢少年自然の家で行っている移動教室、林間学園や臨海学園水泳指導のあり方や施設
の運営方法について、管理の適正化、効率化の視点から見直す必要がある。

「学校は、一人一人の児童・生徒のよさや
可能性を伸ばす教育活動を行っている」と
感じている保護者の割合

体力テストで、７割以上の児童・生徒が中
野スタンダード（中野区が設定した到達目
標）を達成できた種目数の割合（小６年16
種目中、中３年18種目中）

特別支援学級（知的障害・情緒障害）の在籍児童・生徒数は増加傾向にあり、今後も増加が予想
されるため、学級規模や地域バランス等を考慮し、増設する必要がある。また、障害の種類が多
様化しているなか、子どもにとっての適切な就学先について保護者の理解が得られる就学相談が
できるよう、相談機能の専門性の向上や内容の充実、関連部署との連携に努めていくことが求め
られている。

連携の内容

連携の内容

18

2,661,732

8,621

人権を尊重する教育の推進

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

人権教育を充実させ、心にかかわる問題の
未然防止・早期発見・早期解決をはかるこ
とで、子どもたちが安心して、生き生きと
学べる学校づくりが推進されるとともに、
一人ひとりがかけがえのない存在として、
互いに尊重し合う望ましい人間関係が形成
される。

取り組み

8,906

20

少年自然の家の運営方法について見直しを図り、あ
わせて今後の体験学習全体のあり方を検討する。

連携による成果

21

体力向上の推進 教育活動全体をとおして、体力を高める取
り組みを積極的に進め、健やかな体を育む
ための「体力」「運動技能」「生活や行
動」に関する到達目標の達成をめざすとと
もに、生涯にわたって自らの体力を高めて
いく意欲と実践力を育てる。

連携による実績

特別支援学級を整備して、子ども一人ひと
りの教育ニーズに対応した教育を行い、子
どものよさや可能性をのばしていく。

対象生徒数の増加等に対応するため、小学校の特別
支援学級（情緒障害）の開級に向けた工事を行う。

区民一人あたりコスト(円) 8,971

19
分野のコスト（決算）（千円）

2,779,443 2,777,511

成果指標に対する効果

いじめ等の予防、早期発見、早期対応、早期解決の
ため、以下のような取り組みを学校を通じて行い、
児童・生徒の実態を把握するとともに、安心して学
べる学校とするための支援を行う。
・全校で児童・生徒の個別面談を実施させる。
・学校を通じて、児童・生徒及び保護者のいじめ等
に関するアンケートを実施する。
・心の教室相談員の配置やスクールソーシャルワー
カーの派遣等により、各学校の教育相談の充実を支
援する。
・学校だけでは対応が困難な状態が生じた場合に
は、必要に応じて学校経営補助員や臨時教育相談
員、学級経営補助員等による、学校サポートチーム
を派遣し、学校を支援する。

学力向上の推進

体験学習(少年自然の家管理) 校外学習などの体験学習を充実させ、子ど
もの豊かな情操とたくましい心身を育て
る。

算数・数学、中学校の理科、英語において学力向上
アシスタントを配置するとともに、学校に対してよ
り効果的な活用方法を指導して、少人数による習熟
度別学習指導など、個に応じた指導を推進させるた
めの訪問指導を充実させる。小・中学校の連続性し
たカリキュラムや、発達に応じた指導形態等、小中
連携教育に関する実践研究を実施する。

全小・中学校において作成した体力向上プログラム
の実施のため、中野スタンダードを達成するための
授業モデルの提示と体力向上アシスタントの効果的
な活用のための学校への指導を充実させる。

個に応じた指導や発達に応じた指導を充実
させることで、児童・生徒の学ぶ意欲と確
かな学力の定着を図る。結果として、中野
区学力調査において、目標値に到達する児
童・生徒の割合を向上させる。

特別支援教育

連　携

連携による成果
向上内容と分野 連携により期待される効果 連携による実績

連携により期待される効果

連携による成果

子ども健康分野と就学
先の小学校との就学移
行支援の実施

特別な教育的支援が必要な子どもの
就学前の状況や支援方法を小学校へ
引継ぐことにより、一貫した支援を
行える。

平和・人権・国際化分
野や、福祉推進分野、
子ども家庭支援セン
ター等と連携した人権
教育推進地域

学校の児童生徒と保護者や地域住民
が、人権を尊重する活動を一緒に行
うことで、地域全体の人権に対する
意識や態度が高まる。



様式３

学事 （２２年度）
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18 19 20 21 22目標 （達成度）

小62.0%
中53.7%

小67.5%
中63.9%

小69.3%
中63.6%

小70.1%
中61.6%

小70.0%
中65.0%

小74.9%
中67.0%

小83.0%
中77.9%

小82.9%
中76.7%

小84.0%
中78.0%

    

　 　 　 　

(1)すべての学齢児童・生徒が学校に就学し、一人ひとりの適性に合った教育が受けられてい
る。

(2)経済的理由により就学が困難な学齢児童生徒の保護者に対し、学校教育に必要な援助がお
こなわれている。

「学校は、子どもの安全を守るための取
り組みを行っている」と感じている保護
者の割合

「学校は、一人一人の児童・生徒のよさ
や可能性を伸ばす教育活動を行ってい
る」と感じている保護者の割合

(3)通学する児童・生徒の安全の確保がおこなわれている。施策目標

成果指標
と目標値

成果指標

　

　

生き生きと学べる教育環境

    

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 12,779 12,623 12,541 12,451 12,172

概要

事業２

実績 3,088 3,131 3,008 2,871 3,071

概要
子ども一人ひとりが、等しく教育を受けられるよう要保護、準要保護世帯の児童・生徒の保
護者に対して、学用品費、給食費、行事等の援助を行う。

各学校では、保護者や地域の人々に学校の教育活動に様々な形で関与してもらっているが、
家庭や地域社会の人々との連携を一層充実し、地域に根ざした、特色ある学校づくりを目指
して、学校の実態に応じた地域人材の活用を図っていく必要がある。

就学奨励

　

各種学校就学者や住民未登録など就学が妨げられている子女に対して、就学義務の発生・履
行状況を把握し適正就学を促す必要がある。また、経済的理由により就学が困難になるのを
防ぐため、国・公（区外）・私立に就学する児童・生徒の保護者に対し就学援助制度の周知
を一層図る必要がある。

就学援助受給者数（人）

区立学校就学者数（人）

就学事務

児童・生徒の入学から卒業に至る学齢簿の管理、学級編制、転校相談等の事務を行う。

＜主な取組み＞

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 7,687 9,442 10,063 9,808 10,000

概要

事業４

実績

概要

区民一人あたりコスト（円）

学校情報配信システムの運用

152,493

554

18

171,687

2119

施策のコスト（決算）（千円）
-

20

区の計画との関係

- 489

学校情報配信システム登録者数（人）

不審者や事件・事故の情報など、緊急時の子どもの安全にかかる情報などをインターネット
や携帯電話のメールを活用して、区立学校・幼稚園の子どもたちの保護者へ迅速・的確に伝
達する。

区の計画との関係

(1)10か年計画（第2次）
領域　Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち
　・おもな取り組み：地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり、地域・学校が連携した子ども
育成の推進
領域　Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するま
ち
　・おもな取り組み：子どもの安全対策の強化
(2)教育ビジョン
目標Ⅱ：地域が誇れる魅力ある学校づくりが進み、子どもたちは生き生きと学んでいる
目標Ⅲ：子どもたち一人ひとりが意欲的に学び、基礎・基本を身につけ、個性や可能性を伸ばしている
目標Ⅷ：主体的な教育行政が行われ、充実した教育環境の中で学ぶことができる



様式３

学校教育 （２２年度）

8002

18 19 20 21 22目標 （達成度）

46.4% 53.6% 56% 60.7% 63%

小
62.0％

中
53.7％

小
67.5％

中
63.9％

小
69.3％

中
63.6％
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学力調査項目のうち、7割以上の児
童・生徒が目標値を達成できた項目
の割合

子どものよさをのばす教育がなされ
ていると感じる保護者の割合

(4)全ての子どもが運動や運動遊びに意欲的に取り組むとともに、健康や体力の意義を理解
し、睡眠や食生活など、適切な生活習慣を身に付けている。

(2) 子どもたちの個性・特長を生かした教育が行われている。

成果指標
と目標値

(3) すべての幼児・児童・生徒が生き生きと意欲的に学校生活を送り、一人ひとりがかけが
えのない存在として互いに尊重しあう望ましい人間関係が形成されている。

(5)教員の指導力の充実を図るため研修体系が確立され、意欲と能力の高い教員が育成されて
いる。

成果指標

小学校は、「児童に思いやりや優し
い心を育てている」、中学校は「生
徒に自他の生命を大切にする心を育
てている」と感じている保護者の割

多様な教育が受けられ、生きる力を育む学校

(1) 一人ひとりの学力の育成が進み、学力にかかわる調査では、児童・生徒が目標値を達成
できた割合が向上している。

59.1％ 66.6％ 66.9％ 66.5％

小
0.43％

中
3.31％

小
0.45％

中
3.03％

小
0.24％

中
3.21％

小0.2％
中3.0％

-
小13％
中50％

小44％
中50％

小56％
中75％

小63％
中75％

算数・数学、中学校理科、英語を中心に少人数指導や習熟度別指導等、一人一人に応じた指導の充実
を図ってきた。中野区学力にかかわる調査において、区が設定した目標を達成する児童・生徒が７割
を超す項目は増加しているが、小中学校９年間をとおした学力の向上という点では課題もある。今後
は、「基礎的な知識・技能の習得」と「自ら考え、判断し、表現すること」、「問題に積極的に対応
し解決する力」を育てるとともに、小・中学校の連携や連続性を大切にした指導の充実と、発達に応
じた指導形態の工夫等による授業改善の必要がある。

長期的に見て子どもたちの体力が低下傾向にある中、平成１９年度から全小・中学校で体力テストを
行い、体力向上プログラムを策定するとともに、体力向上のための取り組みを実施してきている。成
果を明確にするために、中野区の到達目標（中野スタンダード）を「健康にかかわる生活や行動」
「身につけさせたい体力」「身につけさせたい運動能力」の３つの内容で示した。今後、到達目標達
成のための授業モデルを充実させることで、子どもたちのよりよい生活習慣の確立を図るとともに、
健康や体力への関心を高め、主体的・継続的に体力づくりに取り組む態度を子どもたちに身に付けさ
せる必要がある。

いじめや不登校は大きな課題となっている。教育相談体制及び小学校に在籍する児童に対する適応指
導教室を充実させることにより、不登校児童・生徒へのきめ細かな対応を行うとともに、訪問相談の
体制づくりを展開していくようにする。

てている」と感じている保護者の割
合

教育マイスター制度を拡充させ、授業力の優れた教員の育成を図るとともに、若手教員研修等への活
用をとおして、教育活動の質の向上図る。

各学校では、人権教育の全体計画に基づいて、子どもたちに生命や人権を尊重する教育を推進してい
るが、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をなくすため、コミュニケーショ
ン能力を高める教育や、他分野や関係機関と連携した総合的な取り組みが必要である。現状と

課題

不登校児童・生徒の割合

体力テストで、７割以上の児童・生
徒が中野スタンダード（中野区が設
定した到達目標）を達成できた種目
数の割合（小６年16種目中、中３年
18種目中）

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 8 13 21 30

概要

事業２

実績 － － － － 10

概要

事業３

実績 － 2 2 6 7

概要

学力向上をはじめとする中野区の抱える教育課題について、課題解決に向けた各学校の積極
的な実践・研究活動を重点的に支援し、その取り組みの成果を区立学校・幼稚園全体に発信
させることにより、中野区の学校教育の充実・向上を図るため、研究校を指定する。

偏見や差別をなくし、人権を尊重する児童・生徒を育成するとともに、学校、家庭、地域が
一体となり、人権教育の総合的な取り組みを推進するため、国の人権教育総合推進地域や都
の人権尊重教育推進校としての指定を積極的に受ける。

人権尊重教育

人権教育推進地域推進協力校・人権尊重教育推進校数

特色ある学校づくり推進

学校教育向上事業指定校数

教員の人材育成

高い指導力と技能を持った教員を「教育マイスター」として育成・認定し、若手教員に対し
て、模範となる授業公開や指導助言を行わせることで授業力の向上につなげる。

教育マイスター認定者数（人）

＜主な取組み＞

事業４

実績 0 1 16 24 27

概要

区の計画との関係

20

1,057

18

1,095 1,201区民一人あたりコスト（円）

(1)１０か年計画（第2次）
　領域　Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち
　　・おもな取り組み：豊かな人間関係と基礎学力を身につける教育の推進、
　　　　　　　　　　　一人ひとりの子どもに応じた指導の充実、教員の人材育成及び確保、
　　　　　　　　　　　学校に適応できない子どもたちへの支援、連携教育の推進
　　　　　　　　　　　子どもの体力づくりの推進、子どもの健康づくりの推進
(2)教育ビジョン
　目標Ⅲ：子どもたち一人ひとりが意欲的に学び、基礎・基本を身につけ、個性や可能性を伸ばしてい
る
　目標Ⅳ：子どもたちは健康の大切さを理解し、心身ともにたくましく育っている
　目標Ⅴ：人権尊重の精神が広く社会に定着し、子どもたちの豊かな人間性・社会性が育っている

体力向上プログラム

中野スタンダードの３つ内容の中で、「運動技能に関する目標」達成のための授業モデルを
運動領域・発達段階ごとに作成してきた。さらに「健康に変わる生活や行動の目標」を達成
するための授業モデルを体力向上委員会等を活用して作成していく。

19

327,466338,112

21

施策のコスト（決算）（千円）
374,688

体力向上プログラムにおける授業モデルの作成数



様式３

学校経営 （２２年度）

8003

18 19 20 21 22目標 （達成度）

小91.7%
中88.7%

小85.0%
中82.4%

小86.5%
中82.4%

小87.3%
中82.4%

小88%
中85%

小62.0%
中53.7%

小67.5%
中63.9%

小69.3%
中63.6%

小70.1%
中61.6%

小70%
中65%

保護者や地域に信頼され子どもを育む学校

施策目標

(1)地域に開かれた学校として多様な取り組みが展開されていると感じている保護者の割合が
向上している。

地域に開かれた学校として多様な取
り組みが展開されていると感じてい
る保護者の割合

子どものよさをのばす教育がなされ
ていると感じる保護者の割合成果指標

と目標値

成果指標

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 5 10 11 15.0%

概要

事業２

実績 全校園

概要

学校評価制度の見直し

長期授業公開制度

保護者や地域住民に一定期間授業に参加し、授業や学校の評価をいただき学校改革につなげ
るとともに、学校や教師自身が地域の人たちに親しまれることにより、地域に開かれた学校
づくりを推進する。

長期授業公開制度公開件数(件)

＜主な取組み＞

現状と
課題

学校関係者による評価を自己評価に活用している学校数

学校評価について制度を見直し、学校は保護者や地域の方等の学校関係者に自校の教育方針
や教育内容について、説明するとともに、意見を聞き取って自己評価に反映させたり、次年
度計画に生かしたりする機会を年３回は設定する。

○学校評価の方法について見直しを図り、評価の過程や評価結果を学校だよりやホームペー
ジにより情報公開するとともに、客観的な評価に基づいて学校の授業等の改善を図る必要が
ある。

○単に、学校教育を公開するだけでなく、「長期授業公開制度」を定着させることで、地域
にとって、価値のある学校としていくとともに、保護者や地域の外部評価を学校改革に生か
し、その成果について、説明責任を果たせるようにする。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

39区民一人あたりコスト（円） 4041

19 21

12,669 12,239
施策のコスト（決算）（千円）

12,385

18 20

区の計画との関係

(1)10か年計画（第2次）
　領域Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち
　　・おもな取り組み：地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり



様式３

特別支援教育 （２２年度）

8004

18 19 20 21 22目標 （達成度）

小62.0%
中53.7%

小67.5%
中63.9%

小69.3%
中63.6%

小70.1%
中61.6%

小70.0%
中65.0%

ー ー ー
小44.9%
中45.1%

小60.0%
中60.0%

ー ー ー
小75.9%
中85.7%

小90.0%
中90.0%

(3)保護者との相互理解のもとで行われる就学相談により、障害のある子どもの状態にあった
適切な就学が図られている。

一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援

施策目標

(1)特別な教育的支援が必要な子どもたち一人ひとりの状況や状態に応じて、適切な教育を受
けることができている

(2)臨床心理士や医師による巡回相談体制の充実など、学校を支援する体制が整備され、各学
校における特別支援教育の取組みが進んでいる。

成果指標
と目標値

成果指標

学校は「一人一人の児童・生徒のよさや
可能性を伸ばす教育活動を行っている」
と感じている保護者の割合

学校は「特別支援教育や発達障害等に関
して保護者への説明をおこなっている」
と感じている保護者の割合

「子どもの個別の教育支援計画の作
成にあたり、学校と十分に話し合う
ことができた」と感じている特別支
援学級在籍児童・生徒の保護者の割
合

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 11 238 232 200

概要

事業２

実績 － 29 28 30

概要

＜主な取組み＞

特別支援教育

合

現状と
課題

21年度からは、支援スタッフの非常勤臨床心理士を３名から4名に増員するとともに医師の
巡回相談回数も増やし、巡回相談体制の充実を図った。今後は子ども家庭部と連携しなが
ら、就学前から学校卒業後まで一貫した支援を行える仕組み作りをしていく必要がある。

21年4月に中学校特別支援学級（知的障害）を1校増設したが、特別支援学級（知的障害・情
緒障害）に在籍又は通級する児童・生徒数は増加傾向にあり、今後も増加が予想されるため
学級規模や地域バランス等を考慮し、増設する必要がある。

障害の種類が多様化しているなか、子どもにとっての適切な就学先について保護者の理解が
得られる就学相談ができるよう、相談員の専門性の向上や相談体制の充実、関連部署との連
携に努めていくことが求められている。

巡回相談の実施回数（回）

校内体制を支援するため、支援スタッフによる巡回相談、教職員の資質専門性向上のための
研修を実施する。

副籍（人）

副籍児童・生徒数

都立特別支援学級在籍児童・生徒が地域の学校に副次的な籍をもち、様々な交流を通じて、
居住する地域とのつながりの維持・継続を図る。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 138 129 148 142

概要

事業４

実績

概要

21

障害児就学相談

就学相談件数（件）

子どもの状況や状態に応じた最も適切な教育の場を提供するため、保護者とともに就学先に
ついて考える。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

2,101

514,919 590,181 655,189

区民一人あたりコスト（円） 1,668

区の計画との関係

1,905

区の計画との関係

(1)10か年計画（第2次）
領域Ⅱー2　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち
主な取組み　発達の遅れや障害のある子どもの教育の推進
(2)教育ビジョン
目標Ⅲ：子どもたち一人ひとりが意欲的に学び、基礎・基本を身につけ、個性や可能性を伸ばしている



様式３

体験学習 （２２年度）

8005

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

62.0% 67.5% 69.3% 70.0%

53.7% 63.6% 63.6% 65.0%

80.9% 85.2% 89.2% 89.3% 90.0%  

92..9% 93.1% 94.4% 94.4% 95.0%  

多様な可能性をひらく豊かな体験の場

施策目標

(1)様々な体験活動の場が用意されており、各学校の学習計画に基づく独自の体験学習が行な
われている。

(2)学校間の連携や協力体制によって、充実した体験活動が展開されている。

成果指標
と目標値

成果指標

子どものよさや可能性を伸ばす教育がな
されていると感じる保護者の割合（小学

校）

子どものよさや可能性を伸ばす教育がな
されていると感じる保護者の割合（中学

校）

夏季学園（小学校臨海）参加率

夏季学園（中学校林間）参加率

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 1,316 1,297 1,342 1,328 1,390

概要

事業２

実績 1,001 1,060 1,047 1,029 1,060

概要

＜主な取組み＞

夏季学園（岩井臨海）

現状と
課題

○夏季学園の参加は自由参加で、小学校は岩井臨海学園、中学校は軽井沢林間学園で行っている。中
学校は安定した参加率となっており、小学校についても参加率が毎年向上している。多くの児童が参
加できる体制をつくるため、学校との連携や水泳指導員の確保などの支援が重要である。

○移動教室、夏季学園のあり方及び軽井沢少年自然の家の運営方法について、管理の適正
化、効率化の視点から見直す必要がある。

○区内では、小規模の事業所が多く職場体験の受入事業所が少ないため、公共機関の受入の
拡充をより一層はかる。

参加人数（人）

夏季学園の宿泊学習において、子どもの創意工夫や環境・自然への関心を育成すると共に、
集団による宿泊生活を通して相互の人間的なふれあいを深めさせる。

夏季学園（軽井沢林間）

参加人数（人）

夏季学園の宿泊学習において、子どもの創意工夫や環境・自然への関心を育成すると共に、
集団による宿泊生活を通して相互の人間的なふれあいを深めさせる。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 2,833 2,907 2,992 2,900

概要

事業４

実績

概要

21

職場体験

参加生徒延べ人数（人）

将来の社会人として、社会性・勤労観・職業観を育成するため、区立の全中学校の生徒が受
入事業所で職場体験学習を行う。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

712

258,539 259,815 221,794

区民一人あたりコスト（円） 837

区の計画との関係

839

区の計画との関係
(1)１０か年計画（第2次）
　　　領域Ⅱ－２　　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち
　　　　おもな取り組み：豊かな人間関係と基礎学力を身につける教育の推進
　　　　　　　　　　　　地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり
(2)教育ビジョン
　目標Ⅲ：子どもたち一人ひとりが意欲的に学び、基礎・基本を身につけ、個性や可能性を伸ばしている
　目標Ⅴ：人権尊重の精神が広く社会に定着し、子どもたちの豊かな人間性・社会性が育っている



様式３

学校健康推進 （２２年度）

8006

18 19 20 21 22目標 （達成度）

長期 77% 80% 80% 84% 85.0%

長期 90% 90% 91% 90% 95%

歯が健康な児童生徒の割合 76% 76% 77% 80% 85%

98% 98% 98% 93% 95%

(3)児童生徒が自律的な歯と口の健康つくりに取り組んでいる。

穏やかな身体を育む学校

施策目標

(1)生活習慣病健診の結果における指導を要さない生徒が増えている。

(2)児童生徒は毎日朝食を食べている。

成果指標
と目標値

成果指標

中学１年生の希望者に行う生
活習慣病健診の結果における
指導を要しない生徒の割合

中学１年生の希望者に行う生活習
慣病健診のアンケート結果における
朝食を毎日食べている生徒の割合

歯肉が健康な児童生徒の割合

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 80% 73% 74% 72% 75%

概要

事業２

実績 36 39 38 37 37

概要

現状と
課題

子どもたちを取り巻く食の環境の変化に伴い、食に対する意識や理解が薄れ健全な食生活が失われる
つつある。その結果、生活習慣病やメタボリックシンドロームなどが問題となっている。子どもたち
が生涯健康的な生活を過ごせるよう、小中学校時代から健全な食習慣を身につける必要があり、食育
の推進は重要となっている。

歯と歯肉の健康状態は、生活習慣が反映されたものといえる。児童生徒が自分の歯や歯肉の状態を知
り、自らが解決策を考え実践する自律的な健康づくりを進めることが重要である。

受診率

区立中学生1年生の希望者および前年の結果、指導を必要とした生徒で希望者に問診と血液検査を実施
する。食育や口腔保健を含めた学校での生活指導や保健福祉センターでの栄養指導に繋げ、生徒自ら
が生活習慣を見直し、健康な生活を送ることができるよう支援する。

給食調理業務の委託の推進

委託実施校数

給食運営の効率化を図ると共に、より安全でおいしく質の高い給食サービスの提供を目指し、平成１
０年から委託を進めている。

＜主な取組み＞

生活習慣病予防健診事業

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

18 2119 20

4,640

1,569,693 1,530,568 1,437,546

区民一人あたりコスト（円） 5,184

区の計画との関係

4,957

区の計画との関係

(1)１０か年計画（第2次）
Ⅱ－２　子どもから大人まで　地域の中で自分力をのばせるまち
・おもな取り組み：子どもの健康づくりの推進
(2)教育ビジョン
目標Ⅳ：子どもたちは健康の大切さを理解し、心身ともにたくましく育っている
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