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22 23 24 25 25目標 31目標

小78.0％
中68.0％

小77.8％
中67.3％ － － 小83.5%

中71.5%
小85％
中80％

53.5% 54.7% － － 60.5% 70.0%

小70.0%
中61.9%

小69.2%
中62.6%

小73.5%
中68.5%

小75.0%
中75.0%

分野の成果指標

学校教育分野（25年度）

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

　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。また、一人ひとりの学力と体力の育成が進み、学力や体力にか
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。

　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。また、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、きめ細かい教育を受けることができている。

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

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

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

「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

学力向上の推進 　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。

　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。今後も
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、他分野や関係機関、保護者・地域と連
携した総合的な取り組みを推進する必要がある。

　少人数指導や習熟度別指導等、個に応じた指導の充実を図ってきた。今後は、授業改善等を推進し、「基礎的な
知識・技能」の習得と「思考力・判断力・表現力」を育成するとともに、幼・小・中学校の連携や連続性を重視し
た指導の充実を図っていく必要がある。また、体力向上プログラムを策定し、中野区の到達目標（中野スタンダー
ド）を示した。今後は、授業モデルを充実させ、よりよい生活習慣の確立と主体的・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。

　特別支援学級（知的障害・情緒障害等）に在籍又は通級する児童・生徒をはじめ、特別に教育的支援を必要とす
る児童・生徒は増加傾向にあり、今後もこの傾向は続くと予想される。今後実施予定の特別支援教室の運営や巡回
指導の実施に向けて、指導体制、指導内容・方法などを具体的に検討する必要がある。

現状と課題

25年度に重点的に行う取り組み

人権を尊重する教育の推進 　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。

　いじめ等の予防、早期発見、早期対応、早期解決のた
め、アンケート調査や教育相談員等が巡回して相談を受
けるなどの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。

取り組み 成果指標に対する効果

　学力向上アシスタントを全小･中学校に配置するととも
に、少人数による習熟度別学習指導などの訪問指導を充
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、小中連携教育を推進する。

特別支援教育 　巡回指導の実施により、子ども一人ひとりの教育ニーズ
に対応した教育を行い、子どもの可能性を伸ばしていく。　特別支援教育検討会において巡回指導の具体的な実施

方法などの検討を行い、26年度からモデル事業に取組む
ための準備を行う。

（上記の項目で記載し切れなかったことで、評価の参考になる内容があれば記載する）
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

94.4% 94.5% － － 95.0% －

88.6% 88.5% 89.0%

23年度 24年度 25年度

事業１ 就学事務 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 就学奨励 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 校務管理 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）

実績：

【概要】
　より効率的で安定的な校務運営が行えるよう検討・調整を行いなが
ら、学校用務業務の委託及び学校経営の一翼を担う事務職（係長級）の
配置を計画的に進める。また、技能長の学校巡回や研修をとおして、校
務主事への助言・指導を行う。 実績：

【概要】

（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

【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】

区の計画との関係

　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、行事費等の援
助を行う。

主な取組み

　就入学、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。

実績：

学事 生き生きと学べる教育環境

施策目標

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。

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。

　経済的な不安がなく誰もが安心して学校生活が送れるように、児童・生徒の保護者に対し就学援助制度の周
知を一層図っていく必要がある。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

現状と課題

　住民未登録者や海外居住者、外国籍など様々な状況の児童・生徒が安心して就学できる環境を整備する取組
みをさらに進めていく必要がある。

小学校は、「学校生活を楽しく過ごしている」と感じてい
る保護者の割合

中学校は、「充実した学校生活を送っている」と感じてい
る保護者の割合
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

小78.0％
中68.0％

小77.8％
中67.3％ － － 小83.5%

中71.5% －

53.5% 54.7% 60.5%

小52%
中61%

小62.5%
中66.7%

小70.0％
中70.0％

23年度 24年度 25年度

事業１ 人権尊重教育 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 教員の人材育成 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 特色ある学校づくり推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

　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。今
後も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、他分野や関係機関、保護者・
地域と連携した総合的な取り組みを推進する必要がある。

学校教育 多様な教育が受けられ、生きる力を育む学校

施策目標

　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。

　一人ひとりの学力と体力の育成が進み、学力や体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。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

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

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

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）

現状と課題

　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、一人ひとり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、学年により増加しているが、小中学校９年間をとおした学力の向上という点で課題がある。今後は、授業
改善等を推進し、「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重視した指導の充実を図っていく必要があ
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、各学校における体力向上プログラムを確実に実
施させることで、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家庭と連携し、子どもたちに身に付けさせる必要がある。

主な取組み

※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】
　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組みを推進
する。特にいじめの防止や早期発見・対応を図るための取組みや教員研
修を充実する。 実績：

【概要】
　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
とで授業力の向上や校内研究の活性化につなげる。

実績：

【概要】
　学力や体力の向上等の教育課題について、課題解決に向けた各学校の
実践・研究活動を重点的に支援し、その取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。 実績：

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、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
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

小70.0%
中61.9%

小69.2%
中62.6% － － 小73.5%

中68.5% －

小47.5%
中48.1%

小49.0%
中45.7%

小50.0%
中50.0%

小83.3%
中92.3%

小84.3%
中87.9%

小85.0%
中94.0%

23年度 24年度 25年度

事業１ 特別支援教育 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 障害児就学相談 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）

　巡回相談を効果的に行い、学校への支援体制をより充実させる。また、今後展開する特別支援教室における
巡回指導の課題について検討を行っていく必要がある。

特別支援教育 一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援

施策目標

　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。
　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。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
「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

現状と課題

　平成24年4月に小学校特別支援学級（情緒障害等）を1校開級したが、特別支援学級（情緒障害等）に通級す
る児童数は増加傾向にあり、今後も増加が予想される。また特別支援学級（情緒障害等）を特別支援教室にお
ける巡回指導の拠点とすることから、学級規模や地域バランス等を考慮し、さらに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。

　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。

実績：

主な取組み

※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】
　巡回相談の充実を図るとともに教職員の資質、専門性向上のための研修を実施
する。また、特別支援教室における巡回指導の実施に向けて、教育委員会事務局
内の検討会で引続き、指導体制、指導内容・方法、２６年度から実施するモデル
事業の具体的な方法などの検討・準備を行う。
　特別な教育的支援を必要とする区立小中学校在籍児童・生徒に一貫した支援を
行えるよう、関係機関との連携の充実を図るとともに、副籍制度により都立特別
支援学級在籍児童・生徒と居住する地域とのつながりの維持・継続を図る。 実績：

【概要】

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（第2次）
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

【概要】

実績：

【概要】

実績：
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

81% 77% － － 80% －

92% 94% 95%

23年度 24年度 25年度

事業１ 学校健康推進 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 栄養業務・給食調理業務委託 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 学校給食運営 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）

　近年、子どもたちの生活習慣病やアレルギー疾患など、健康に関する課題が社会的に問題になっている。そ
のため、学校では健康の大切さや生活習慣の改善についての指導を充実させ、子どもたちの健康に対する理解
を深めるとともに、生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるよう基礎を培うことが必要である。

学校健康推進 健やかな身体を育む学校

施策目標

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

児童生徒は毎日朝食を食べている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
生活習慣病健診結果における指導を要さない生徒の
割合
生活習慣病健診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

現状と課題

　子どもたちの食生活において、朝食の欠食や孤食・個食の問題、偏った栄養摂取などが問題となっている。
子どもたちが食事の大切さを認識し、栄養などの正しい知識と健全な習慣を身につけ、生涯にわたっての食に
かかわる自己管理の力を培うことが必要である。

   栄養業務及び給食調理業務の効率化を図るとともに、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て、委託業務の履行確認およ
び評価を適正かつ効果的に実施し、仕様書や安全衛生基準に沿った業務
を効果的かつ円滑に実施するとともに、受託事業者の業務評価を的確に
行い最適業者を選定する。 実績：

主な取組み

※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】
　学校・保健所・すこやか福祉センター・学校医等と連携を図りなが
ら、各種健診事業を見直すとともに、学校におけるアレルギー、感染
症、生活習慣病などへの取り組みを進める。

実績：

【概要】

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）　　Ⅱー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。

【概要】
　学校給食運営委員会において検討・協議を行いながら、給食費の改定
が実感できる献立の工夫を行うとともに、給食運営及び給食をとおした
食の安全・安心への取り組み、食事の大切さや栄養に係る知識などに係
る情報をホームページを通して保護者及び区民に広く発信する。

実績：

【概要】

実績：




