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20 21 22 23 23目標 31目標

小69.3%
中63.6%

小70.1%
中61.6%

－ －
小72.0%
中67.0%

小75.0%
中75.0%

56,100件
1,058件

63,400件
1,240件

－ －
68,000件
1,800件

85,000件
3,000件

67.2% 41.5% 50.0% 60.0%

学校再編
児童・生徒が適正な規模の学校に通うことができる。

中期以降の学校再編計画の改定、第九中学校・中央中学
校統合委員会の運営、第九中学校・中央中学校の統合準
備

子育て情報発信・教育広報の充実
子育て情報は部内の事業はもとより、他部や関係団体の関
連事業も含めて情報を発信している。子育て支援事業や教
育に関する情報を広く区民に周知し、事業効果を上げるこ
とができる。

子育て支援ハンドブック「おひるね」の改訂、ホーム
ページ及び子育て応援メールマガジン、教育だより等の
充実

現状と課題

第九中学校・中央中学校の統合に向け、学校統合委員会において施設整備・学校指定品などの検討が進められてい
るが、円滑な統合に向け学校・関係部署との調整や準備が必要である。また、中期以降の学校再編計画の改定につ
いては、小中連携や地域と学校との連携など、新たな課題等への対応を踏まえ取り組む必要がある。

組織改正により、子ども家庭部や教育委員会事務局の子ども関連事業を一括して管理実施する部門として新たに発
足した子ども教育部において、円滑な部門運営を行うとともに、子どもに関する課題に的確に対応する必要があ
る。

23年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

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

教育委員会ホームページへのアクセス件数
子育て応援メールマガジン登録件数（３月配信時点）

各施策に掲げる成果指標が向上した割合

子ども教育経営分野（23年度）

わかりやすく機動的な子ども教育行政

分野目標

(1)子どもたちが集団教育の良さを生かした教育を受け生き生きと学ぶため、学校では適正な規模の学級数が確保さ
れている。

(3)組織体制の構築、経営資源の配分や計画調整などを担い、効率的・効果的な各分野・施策の運営を行なってい
る。また、子どもと家庭を取り巻く困難な課題に的確に対応できる人材が育成されている。

分野の成果指標

(2)教育ビジョン及び次世代育成支援行動計画に掲げられた理念を着実に実現するとともに、10か年計画に掲げられ
た事業を推進し、時々の子どもに関する課題に的確に対応する。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

101 84 － － 90 －

56,100
1.058

63,400
1,240

68,000
1,800

806 741 850

21年度 22年度 23年度

事業１ 教育委員会運営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 教育広報 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 子育て情報発信 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 私学事務 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

【概要】

子どもを持つ親を対象として、子育てに関する情報不足を補い、子育て
不安や悩みを解消し、楽しい子育てができるよう、メールマガジン（月
に1回配信）や子育て支援ハンドブックを発行している。

実績：

【概要】

学校教育法及び私立学校法に基づく専修学校及び各種学校の設置、廃止
及び設置者変更等の許認可、校長及び学校の名称、位置又は学則変更の
届出受理等の事務を行っている。

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

毎週金曜日の教育委員会のほか、夜の教育委員会、地域での教育委員
会、教育現場の視察等を実施している。

実績：

【概要】

教育委員会ホームページの運営や教育だよりなかのの発行により、教育
委員会の活動内容を広報している。

実績：

主な取組み

長期的な少子化傾向や虐待に象徴される養育支援の必要な家庭の増加傾向等、子どもと家庭を取り巻く困難な
課題に的確に対応できる職員が求められている。また、保育園等の施設では、職員の高齢化が進んでおり、今
後のリーダー(執行責任者）の退職に伴い、新たなリーダーの養成が急務となっている。

教育委員が学校(園)を訪問した回数

教育委員会ホームページへのアクセス件数
子育て応援メールマガジン登録件数（3月配信時点）

部内研修に参加した職員数（延べ人数）

現状と課題

教育委員会の会議が毎週区民に公開されており、透明性が確保されている。地域での教育委員会や夜の教育委
員会については、区民の関心が必ずしも高いとはいえない状況にある。

教育委員会ホームページや子育て応援メールマガジンにより、タイムリーな行政情報が提供されている。教育
だよりや子育て支援ハンドブックについては、より読みやすく工夫されたものを発行することが望ましい。

教育委員会・部経営 区民の期待に応える教育委員会・子ども教育行政を支える効率的な部門運営

施策目標

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

開かれた教育委員会の実現を目指した運営が行われ、教育委員会の会議の公開や対話集会等を通じて、また広報誌やホー
ムページ等による積極的な情報提供を通して、教育課題や教育委員会の活動などが、区民に明らかにされている。

必要とされる職員能力の開発・向上や昇任選考支援などの人材育成が行われ、職員がより高い専門性や能力を
身に付け、子ども教育に係る施策を遂行している。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

27件 33件 － － 50件 －

小69.3%
中63.6%

小70.1%
中61.6%

小72.0%
中67.0%

小77.0%
中66.9%

小79.6%
中66.5%

小82.0%
中70.0%

21年度 22年度 23年度

事業１ 学校統合委員会の運営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 学校再編計画の改定 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

［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　区立学校の再編・整備
［教育ビジョン（第２次）］
　目標Ⅱ　地域が誇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

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

中野区立小中学校再編計画の着実な推進を図るため、地域住民や保護者､
学校関係者等で構成する「第九中学校・中央中学校統合委員会」におい
て、円滑な統合に向けての検討を進める。

実績：

【概要】

小中連携や地域と学校との連携など新たな課題等への対応やこれまでの
統合についての検証を行い、中期以降の学校再編計画を改定する。

実績：

主な取組み

中期以降の学校再編計画の改定については、小中連携や地域と学校との連携など、新たな課題等への対応を踏
まえ取り組む必要がある。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

学校統合委員会の協議により、取りまとめられた意
見の件数（累計）（件）
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（小学校）、（中学校）（%）
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（%）

現状と課題

第九中学校・中央中学校の統合に向け、学校統合委員会において施設整備・学校指定品などの検討が進められ
ているが、円滑な統合に向け学校・関係部署との調整や準備が必要である。

学校再編 より良い教育環境を目指した区立学校の再編

施策目標

第九中学校・中央中学校の統合に向け、学校統合委員会において校名・施設整備・学校指定品などの検討が順
調に進められ、また、円滑な統合に向けた準備が整っている。

地域に住む子どもやその保護者から選ばれる魅力ある学校づくりが進められており、また、一定の集団規模や
学級数が確保され、集団活動を通した活気あふれる学校運営がなされている。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

67.2% 41.5% － － 50.0% －

81.5% 88.5% 96.0%

46.2% 58.3% 66.7%

21年度 22年度 23年度

事業１ 企画・財政 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 学校経理 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

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

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

教育ビジョンや次世代育成支援行動計画、10か年計画に的確に対応す
る。併せて子ども教育部の予算編成、決算事務等を通して効率的な財政
運営を行う。

実績：

【概要】

区立学校の校割予算、一般管理等にかかる経理事務を通じて、学校予算
のあり方について、さらに改善を進める。

実績：

主な取組み

待機児童対策や、児童虐待防止などに迅速に対応するため、地域支えあい推進室等他部門との連携を強化し、
効率的な予算編成、執行を検討する必要がある。

児童生徒数の減少や、経常経費枠の削減に伴い、学校予算の全体が縮小している中で、学校で創意工夫を行う
ことのできるような予算配分を検討する必要がある。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

各施策に掲げる成果指標が向上した割合（%）

学校図書の備えるべき基準を達成している小学校の
割合（%）
学校図書の備えるべき基準を達成している中学校の
割合（%）

現状と課題

組織改正により、子ども家庭部や教育委員会事務局の子ども関連事業を一括して管理実施する部門として新た
に発足した子ども教育部において、円滑な部門運営を行うとともに、子どもに関する課題に的確に対応する必
要がある。

企画財政 子ども教育行政の明日を見据え、今日を支える企画財政

施策目標

(1)　教育ビジョン及び次世代育成支援行動計画に掲げられた理念を着実に実現するとともに、区政10か年計画
に掲げられた事業を推進し、時々の子どもに関する課題に的確に対応する。

(2)　学校配分予算について、経済的効率を勘案しつつ、安定した学校運営と教材等の安定的な整備を行う。

施策の成果指標


