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22 23 24 25 25目標 31目標

小73.9%
中68.5%

小72.1%
中67.1% － － 小76.0%

中71.0%
小80.0%
中75.0%

67人 71人 － － 85人 90人

分野の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

「学校は、保護者や地域の方の意見や要望を受け止
め、学校改善に生かそうとしている」と感じている保
護者の割合

キッズ・プラザ１日あたりの利用児童数

学校・地域連携分野（25年度）

学校、地域との連携、及び体験を通した子どもの健全育成

分野目標

　学校と地域・家庭との連携が進み、子どもたちは地域の様々な資源や力に支えられ安心、安全な環境の中で育っ
ている。また、中学校区を単位とした子どもの健全育成を目的とした新たなネットワークが構築され、地域の教育
力の向上とともに子どもや家庭をめぐる地域の課題解決や地域活動の促進が図られている。

　多くの人との交流や社会、自然などとのふれあいをはじめ、発達段階に応じたさまざまな体験活動を通じて、子
どもたちの豊かな人間性や社会性が育まれている。

現状と課題

　地域の人材を活用し、学校と地域が連携を強化することで、子どもたちの教育環境を豊かにするとともに、健全
育成を推進することが求められている。

　新たな体験学習の体系に基づく選択的な移動教室や海での体験事業の着実な実施を図るとともに、さらに体験の
場を広げる検討を進める必要がある。

25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

　学校・地域・家庭が連携して、地域ぐるみで学校を支援する新たな体制、時代の担い手である子どもたちの「生
きる力を」育成するための方策の取りまとめが急がれている。

地域ぐるみで学校を支援する新たな体制の検討、推進 　学校支援ボランティア制度の充実をはじめ、学校、地
域、家庭が連携を強め、地域ぐるみで学校を支援する新た
な体制を構築することにより、指標の向上に資することが
できる。

　学校再編による小・中学校の通学区域の見直しを契機
とし、より一層、学校、地域、家庭の連携を強めるため
の新たな体制の構築を検討する。また、学校支援ボラン
ティア制度の充実を図る中で、新たな体制の推進を図
る。

キッズ・プラザの整備・委託化の推進 　キッズ・プラザの整備が進むことにより、放課後を安
全、安心に過ごすことができる児童が増える。

　学校を地域の子どもの育成活動を行う場として活用を
図るため、放課後、子どもたちが安全、安心に過ごせる
キッズ・プラザの整備を進める。また、継続的な運営体
制の確保とサービスの向上を図るため、キッズ・プラザ
全体の委託化を推進する。

体験学習の充実 　各学校の学習テーマに即した体験学習の充実、発展が図
られることにより、児童・生徒一人一人のよさや可能性を
伸ばす教育活動に寄与することができる。　各校の実情に応じた移動教室の実施場所等を選択でき

る「体験学習選択制」の拡充、海での体験事業の着実な
実施等を図る。
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

ー 10,970人 － － 16,000人 －

75,935人 132,822人
157,000

人

ー ー 90.0%

23年度 24年度 25年度

事業１ 学校支援ボランティア 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ キッズ・プラザ運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 学童クラブ運営委託 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）

学校・地域連携 地域と連携し安心できる教育・育成環境

施策目標

学校と地域との連携が進み、子どもたちは地域の様々な資源や力に支えられ育っている。

保護者は安心して子育てと仕事の両立が図られ、子どもたちは放課後充実した生活を過ごしている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

学校におけるボランティア活動者数（延人数）

キッズ・プラザを利用する児童数（延人数）

学童クラブの運営に満足していると感じている保
護者の割合
現状と課題

　子どもたちの「豊かな人間性や社会性の育成」のため、家庭・地域・学校が一体となって地域ぐるみで子ど
もを育てていくことが求められている。

　学校、地域、家庭の連携を強化し、子どもたちがのびのびと交流し、自由な遊びと幅広い活動ができるよう
な放課後の安全・安心な居場所の整備とその安定した運営が求められている。

　保護者の多様なニーズに対応するため、時間延長など学童クラブのサービスの充実を図る必要がある。

【概要】
　小学校施設を活用して放課後、安全、安心に過ごせる遊び場を整備
し、子どもたちが地域の大人に見守られながら、のびのびと遊び、交
流し、豊かな体験ができる場を提供する。また、継続的な運営体制の
確保とサービス向上を図るため、キッズ・プラザ全体の委託化を推進
する。
　平成25年秋　キッズ・プラザ谷戸開設 実績：

区の計画との関係

○10か年計画（第2次）
　領域Ⅱ－1ア　子どもの育ちを支える地域づくり
　 （おもな取り組み）　(3)家庭・地域・学校が連携した子ども育成の推進
　領域Ⅱ－2エ　地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり
　（おもな取り組み）(1)地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり(3)地域・学校が連携した子ども
育成の推進

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】
　地域の人材を学校支援ボランティアとして活用し、学校と地域との
連携を一層推進する中で、小学校、中学校、幼稚園の教育活動の充実
を図る。

実績：

【概要】

　区立学童クラブの運営を民間に委託することにより、延長保育等、
保護者のニーズに応じたサービスの提供を図る。
　平成25年度、新たに3か所（新井、大和、鷺宮）の学童クラブの運営
委託を開始する。 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）

小70.0%
中61.9%

小69.2%
中62.6% － － 小73.0%

中68.0%
－

小94.4%
中88.6％

小94.5%
中88.5％

小95.0%
中90.0％

23年度 24年度 25年度

事業１ 小学校移動教室 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 中学校移動教室 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 小学校連合行事 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 中学校連合行事 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

　中野区と異なる環境の中で、集団で宿泊し、自然、産業、農業、歴史
などその地域の特性を活かした活動を体験する。
　　対象：小学校５、６年生

実績：

【概要】

区の計画との関係

　中野区と異なる環境の中で、集団で宿泊し、自然、産業、農業、歴史
などその地域の特性を活かした活動を体験する（主に冬季移動教室を実
施）。
　対象：中学校１年生 実績：

主な取組み

（１）１０カ年計画　領域Ⅱ－２「多様な教育を受けられ、生きる力を育む学校づくり」「地域に開かれ地域
とともに子どもを育む学校づくり」

【概要】
　児童が学校教育の成果を発表する機会として、小学校が連合して作品
展、音楽会、運動会を開催する。

実績：

【概要】
　生徒が学校教育の成果を発表する機会や日ごろのスポーツ活動の成果
を競い合う機会として、中学校が連合して作品展、音楽会、芸能会、英
語学芸会、総合体育大会を開催する。

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】

現状と課題

　児童・生徒の心身の健全な発達を図り、学校間の交流を深め連帯感を高めるため、文化活動の発表の機会
と、スポーツ活動の成果を競い合う場を提供する必要がある。

   小・中学校の移動教室における「体験学習選択制」の実施にあたり、実施校に対する支援体制を充実させる
とともに、海での体験事業の着実な実施を図る必要がある。また、さらに体験の場を広げる検討を進めること
が求められている。

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
「児童・生徒は、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

体験学習 多様な可能性を開く豊かな体験の場

施策目標

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

学校間の連携や協力体制によって、交流を深め連帯感のある体験活動が展開されている。

施策の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

３回 ３回 － － ５回 －

2,157日 2,651日 2,900日

23年度 24年度 25年度

事業１ 次世代育成推進審議会 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 次世代育成委員活動 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）

　区長の附属機関として、諮問に応じて次世代を担う子どもと子育て家
庭に係る施策の積極的かつ効果的展開を図るための重要な事項について
審議または調査する。
　諮問内容「家庭・地域・学校が連携して、時代の担い手である子ども
の生きる力を育成するための方策について」平成25年7月答申予定 実績：

【概要】

区の計画との関係

　地域における子育て及び子育ちの支援活動並びに家庭・地域及び学校
の連携を推進する。

実績：

主な取組み

○１０か年計画（第２次）
　領域Ⅱー１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち

【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】

現状と課題

　学校・地域・家庭が連携して、地域ぐるみで学校を支援する新たな体制、時代の担い手である子どもたちの
「生きる力」を育成するための方策の取りまとめが急がれている。

　子育て家庭は孤立化の傾向が強く不安や悩みを抱えており、地域の支援によって子どもと子育て家庭が安心
して生活できる環境を整備するための施策が必要である。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

次世代育成推進審議会の開催数

次世代育成委員の活動回数

次世代育成 地域で支える子どもと家庭

施策目標

　子どもと子育て家庭が安心して生活できる環境を提供するために、中学校区を単位とした子どもの健全育成
を目的とした新たなネットワークが構築され、地域の教育力の向上とともに子どもや家庭をめぐる地域の課題
解決や地域活動の促進が図られている。

　次世代育成委員や育成活動団体等が地域の中で多様な育成活動を活発に展開している。

施策の成果指標


