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指標の種類 27年度 28年度 29年度 30年度 30目標 32目標

重点取組
１０か年

計画
－ － － 65.0% 70%

ベンチマーク － － －

指標の種類 27年度 28年度 29年度 30年度 30目標 32目標

重点取組
１０か年

計画

小: 8/16
中:11/18

小:10/16
中:12/18

小:12/16
中:12/18

小:13/16
中:13/18

小:12/16
中:15/18

ベンチマーク
小: 7/16
中: 7/18

小:12/16
中:13/18

小:12/16
中:12/18

指標の種類 27年度 28年度 29年度 30年度 30目標 32目標

重点取組
小0.34
中3.50

小0.33
中3.69

小0.44
中3.58

小0.25
中3.41

小0.23
中2.77

ベンチマーク
小0.47
中2.82

小0.62
中3.07

指標の種類 27年度 28年度 29年度 30年度 30目標 32目標

ベンチマーク

①

②

③

指標／実績(27～29)・目標(30,32)

平成30年度 学校教育分野 自立し多様な価値観を認め合う未来の市民
を送り出す学校

１　現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○学力・体力の向上、心の教育の充実に向けて、各校・園における教育活動が効果的効率的に取り組まれるよう、教員の能力
向上をはじめ、教育環境の充実や保幼小中の円滑な接続が進められるとともに、発達の課題やいじめ等が早期に発見され、保
護者や専門機関とが連携した迅速・的確な対応が必要である。

２　分野目標

○関係各所管の調整なども含め学校運営等への支援が様々に行き届くことによって、学校地域連携担当や子ども発達支援担当
が示す、発達支援や学校地域連携に係る方向性や取組について、各校・園で具体化が図られ、効果的に運用されている。
○公立・私立、保育園・幼稚園等を問わず全ての子どもに共通して身に付 けさせたい幼児教育・保育の目標や内容を明らか
にすることによって、小学校への安定的な接続が図られ連続した成長環境が整えられている。
○ＩＣＴ環境をはじめ体験機会の充実、教員の研修の充実や働く環境の改善、予算決算・契約・会計等の行政事務等への支援
の充実等により、児童生徒への指導の充実が図られる学校教育環境が整えられている。

３　平成30年度に重点的に行う取組み

４　分野の指標

○計画的なＩＣＴ環境の整備を進め、教員の育成に取り組む。
○学力体力テストの活用やオリパラを契機とした取組を行うとともに、学習指導支援員を拡充（任短教員化）する。
○スクールソーシャルワーカーの活用により、様々な要因により課題を抱える児童・生徒の環境改善を図る。
○児童・生徒の体験の機会を拡充する。
○就学前教育プログラムの改定やスタートカリキュラムの作成、合同研究等を通じて、私立の特色との整理もしつつ、公私幼
保に共通する就学前教育の目標・水準の共有化、保幼小中連携のモデル化を進め、各園で導入・実践されるよう、保育園幼稚
園担当と連携して浸透を図る。

①

「中野区学力にかかわる調査」において、学力調査項目(全
86項目）のうち、7割以上の児童・生徒が目標値を達成し
た項目の割合

全国学力学習状況調査（国語、算数・数学）
の観点別平均正答率における、区が国を上
回った項目数（小6年　中3年）

②

「中野区体力にかかわる調査」のうち、中野スタンダード
（中野区が設定した到達目標）に達した児童・生徒の割合
が7割以上の項目数（小6:16種目中、中3:18種目中）

東京都の平均値を上回った項目数（小6年16
種目中、中3年18種目中）

指標／実績(27～29)・目標(30,32)

③

不登校児童・生徒の出現率（不登校児童・生徒の全児童・
全生徒に占める割合）

東京都における不登校児童・生徒の出現率

④

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○中野区が行う学力調査の結果を指標とした。すべての項目で、70%以上の子どもが目標値に達することを目指してお
り、目標値は、10か年計画に基づき定めた。（10か年計画　H32：70％　　H37：80％）

○中野区が行う体力テストの結果を指標とした。すべての項目で、70%以上の子どもが中野スタンダードに達することを
目指しており、目標値は、10か年計画に基づき定めた。（10か年計画　H32 小6：12/16 　中3：15/18　H37 小6：
16/16 　中3：18/18)

○個に応じたきめ細かい指導を充実させるとともに、思いやりの心を育てることで、全ての幼児・児童・生徒が生き生き
と意欲的に学校生活を送ることができ、不登校児童・生徒数が減少すると考えた。毎年度行われる文部科学省「児童生徒
の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校児童・生徒の出現率を指標とした。目標値は、小学校は
各校の不登校児童数を１人以下、中学校は毎年度各校の不登校生徒数を１人ずつ減らすことを想定して算出した。

指標／実績(27～29)・目標(30,32)

指標／実績(27～29)・目標(30,32)



27年度 28年度 29年度 30年度 30目標

① 93.7% 94.8% 94.8% 95%

② 90.9% 89.2% 89.9% 95%

③ － － － 10件

①

②

③

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

２　施策目標

2701 学事 生き生きと学べる教育環境

１　現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○子どもを取り巻く様々な環境があるなかで、すべての子どもが安心して就学でき、経済的な不安もなく学校生活が送れる
ことが必要である。
○学校用務業務の委託化などにより、全ての区立学校の校務運営が安定的かつ効率的に行われることで学校管理職の負担軽
減が図られ、学校経営に専念できるための環境整備が求められている。

○経済的な理由により就学が困難な学齢児童・生徒の保護者に対して、学校教育に必要な援助が行われるなどにより、すべ
ての学齢児童・生徒が適切に学校に就学している。

○学校用務業務の委託化により用務業務などの校務運営が安定的・効率的に行われている。

３　施策の指標

指標／実績(27～29)・目標(30)

小学校は、「お子様は、学校生活を楽しく過ごしている」の設問
に「十分」「まあ十分」と回答している保護者の割合

中学校は、「お子様は、充実した学校生活を送っている」の設問
に「十分」「まあ十分」と回答している保護者の割合

学校からの用務委託等に関する改善要望件数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○様々な環境におかれている学齢児童・生徒が学校に就学でき、充実した学校生活を送れる必要があるため、教育に関す
る保護者アンケートの当該の項目を指標として設定した。目標値について、95%の肯定的な回答が得られれば満足である
と考え、目標値を設定した。

○様々な環境におかれている学齢児童・生徒が学校に就学でき、充実した学校生活を送れる必要があるため、教育に関す
る保護者アンケートの当該の項目を指標として設定した。目標値について、95%の肯定的な回答が得られれば満足である
と考え、目標値を設定した。

○学校用務業務委託は平成25年度から31年度までに全区立学校で実施されるので、安定的・効率的な運営の指標とし
て、学校からの用務委託等に関する改善要望件数を設定した。目標値は、30年度までは委託校数が増加するためそれに
比例するが、全区立学校が対象となる31年度からは、改善要望を減少させることが安定的運営の指標になる。

４　30年度に行う主たる事業

事業１ 就学事務

概
要

○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。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア①学校教育の充実

事業２ 就学奨励

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、行事費等の援助を
行う。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア①学校教育の充実

事業３ 校務管理

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を計画的に進める。また、技能長等の学校巡回や研修
をとおして、校務主事への助言・指導を行う。

10か年計画（第３次）

事業４

概
要

10か年計画（第３次）



27年度 28年度 29年度 30年度 30目標

① 48.8% 60.5% 62.8% 65.0%

②
小:  8/16
中:11/18

小:10/16
中:12/18

小:12/16
中:12/18

小:13/16
中:13/18

③
小:0.34
中:3.50

小:0.33
中:3.69

小0.44
中3.58

小:0.25
中:3.41

①

②

③

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ウ②配慮の必要な児童・生徒と不登校児童・生徒への支援の充実

事業４ 生活指導相談事業

概
要

○スクールソーシャルワーカーによる学校訪問や家庭訪問等により、不登
校児童・生徒とその家庭等の状況に応じた支援を行う。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2エ①体力向上させる取組の推進

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア①学校教育の充実

事業３ 体力向上事業

概
要

○オリンピック・パラリンピック教育の推進により、幼児・児童・生徒の
体力・運動能力の向上を図る。

事業２ 学力向上事業・情報化推進事業

概
要

○各小・中学校に任期付短時間教員を配置する。任期付短時間教員は各教
科等における少人数指導や学習指導の支援と、放課後や長期休業日等に補
充的な指導を行う。
○各小・中学校に電子黒板等のＩＣＴ機器を配備し、主体的・協働的な学
習等を展開する。

保幼小中連携教育の推進

概
要

○幼児期から義務教育終了までの12年間を見通して、幼児・児童・生徒の
「学力の向上」「体力の向上」「心の教育の充実」を目指した教育活動を
展開する。小中連携教育については、オール中野の取組に加え、各中学校
区の実態を踏まえた特色ある取組を推進し、一層の充実を図る。また、保
育施設等・幼稚園、小学校、中学校が相互に連携・協働した取組について
は、教育課程に明確に位置付け、意図的・計画的に取り組んでいく。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア②学びの連続性を踏まえた連携教育の推進

４　30年度に行う主たる事業

事業１

○一人ひとりに応じたきめ細やかな指導及び主体的・対話的で深い学びによる授業改善により、児童・生徒の学力・体力が高まり、
調査結果においても目標値に到達した児童・生徒の割合が向上している。また、任期付短時間教員及びＩＣＴ機器の活用により「分
かる」「できる」授業が展開され、児童・生徒の学習意欲が高まるとともに、学習習慣が身に付いている。

○様々な課題を抱える児童・生徒及びその家庭に対し、学校をはじめ、教育センターにおける教育相談室や就学相談室、ス
クールソーシャルワーカー、子ども家庭支援センター等の関係機関の連携体制を一層強化して支援することにより、児童・生
徒の家庭環境や教育環境の改善及び一人ひとりの園生活や学校生活の充実が図られ、不登校児童・生徒数が減少している。

３　施策の指標

指標／実績(27～29)・目標(30)

「中野区学力にかかわる調査」において、学力調査項目（全86
項目）のうち、7割以上の児童・生徒が目標値を達成した項目の
割合

「中野区体力にかかわる調査」において、中野スタンダード
（中野区が設定した到達目標）に達した児童・生徒の割合が7割
以上の項目数の割合（小6：16種目中、中3：18種目中）

不登校児童・生徒の出現率（不登校児童・生徒の全児童・全生
徒に占める割合）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○中野区が行う学力調査の結果を指標とした。目標値は、平成29年度の調査で目標値に達した児童・生徒の割合が70%に
満たなかった項目のうち、69%以上であった項目を強化することで、得られる数値を目標値とした。

○中野区が行う体力テストの結果を指標とした。目標値は、平成29年度の中野スタンダードに達した児童・生徒の割合
が70%に満たなかった項目のうち、65%以上であった項目を強化することで、得られる数値を目標値とした。

○個に応じたきめ細かい指導を充実させることで、自己肯定感や自己有用感が高まり、全ての幼児・児童・生徒が生き生
きと意欲的に学校生活を送ることができ、不登校児童・生徒数が減少すると考えた。毎年度行われる文部科学省「児童生
徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校児童・生徒の出現率を指標とした。目標値は、小学校
は各校の不登校児童数を１人以下、中学校は各校の不登校生徒数を１人ずつ減らすことを想定して算出した。

２　施策目標

2702 学校教育 多様な教育が受けられ、生きる力を育む学校

１　現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○習熟度別少人数指導及び放課後や長期休業日における補充的な指導等により、一人ひとりの学習状況に応じた教育を展開
してきた。これらの取組に加え、昨年３月に告示された次期学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏
まえた授業改善により、学力及び体力については、調査結果から一定の成果が上がっている。今後も継続して取り組むこと
で指導の質を一層高め、更なる学力・体力の向上を図っていく。心の教育については、一人ひとりの自己肯定感・自己有用
感を育むとともに、学年や学級等の集団の中での居場所づくりに取り組むことで、それぞれが学校生活の中で自己実現でき
るよう、きめ細やかな指導を徹底して行っていく必要がある。



27年度 28年度 29年度 30年度 30目標

① - - 88% 95%

② - - - 80%

③

①

②

③

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

10か年計画（第３次）

事業４

概
要

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア②学びの連続性を踏まえた連携教育の推進

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア②学びの連続性を踏まえた連携教育の推進

事業３ 幼稚園及び保育施設等に対しての指導・助言

概
要

○中野区の就学前教育の基準である「就学前教育プログラム」に基づき、
全幼稚園・保育施設等に対して、園訪問を通して指導・助言を行う。

事業２ 就学前教育プログラムの改定及び周知

概
要

○公立・私立、幼稚園・保育施設等を問わず、中野区における就学前教育
の目標や内容を明示した「就学前教育プログラム」を改定し、各園・校へ
周知する。
○幼稚園・保育施設等におけるアプローチカリキュラムと小学校における
スタートカリキュラムについても、そのモデルプランを作成し、示す。

幼稚園・保育施設等と小学校における交流活動

概
要

○幼稚園・保育施設等と小学校において、子ども同士の交流や教職員を対
象とした合同研修、合同研究等を教育課程等に位置付けることにより、園
児やその保護者の小学校進学に向けての安心感及び期待を高める。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア②学びの連続性を踏まえた連携教育の推進

４　30年度に行う主たる事業

事業１

○公立・私立、保育園・幼稚園等に関わらず、中野区の子どもたちに身に付けさせたい教育・保育の共通の目標や水準を明
らかにし、その実現に向けて取り組む仕組みや、小学校へ接続していく教育プログラムの推進体制等を整えることによっ
て、すべての子どもたちが同じ中野の子どもとして質の高い幼児教育を受けられている。

３　施策の指標

指標／実績(27～29)・目標(30)

就学前に小学校と連携した取組を実施している区内の幼稚園、
認定こども園、保育施設等の割合（全76施設中）

「保育満足度調査」のうち、「園は、小学生との交流などを通
して、幼児に小学校への憧れの気持ちをもたせたり、自立させ
たりしている」と考える保護者の割合
　　　　　　　　　　　　　　　　＊平成30年度から実施予定

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○区内幼稚園及び保育施設等に対し実施している教育連携事業に係る調査の結果を指標とした。目標値は、小学校との連
携事業に取り組んでいない施設のうち、幼稚園においては残り１園、保育施設等においては残り８園中４園が取り組むこ
とにより得る数値とした。

○公私を問わず区内幼稚園及び保育施設等の保護者に対し実施している「保育満足度調査」の結果を指標とした。幼稚園
及び保育施設等における小学校との交流に関しての質問項目であり、各園において小学校との具体的な連携による実践が
なされることにより、この質問項目の数値が上がると考える。本質問項目はこれまでの調査にはなく、平成30年度から
設けることとする。目標値は、平成37年度において全ての保護者が肯定的評価となることを目指す。平成30年度はその
途中経過の概ね満足していると捉えられる目標値とする。

２　施策目標

2703 就学前教育推進 安心して迎える学校教育

１　現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○幼児期は、生きる力の基礎となる基本的な生活習慣・思考力・社会性や規範意識など、生涯にわたる人格形成の基礎を身
に付ける重要な時期である。一方、核家族化や少子化の進行、地域とのつながりの希薄化など、子どもを取り巻く家庭環境
や子育てを支える環境は大きく変化し、一人ひとりの就学前の教育のあり方も多様化している。このことから、昨年３月に
告示された幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領において、３歳から５歳まで誰も
が同じ教育を受けることができるよう、共通の教育内容が示された。本区においても、各幼稚園や各保育施設等がそれぞれ
の方針の下、多種多様な特色ある教育を展開しているが、それ故に、小学校での生活に円滑に接続できないことが課題と
なっている。



27年度 28年度 29年度 30年度 30目標

① 77.4% 73.1% 76.3% 90.0%

② 88.0% 86.8% 89.1% 90.0%

③

①

②

③

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

学校給食運営

４　30年度に行う主たる事業

10か年計画（第３次）

学校健康推進

栄養業務・給食調理業務委託事業２

事業３

概
要

○学校・保健所・すこやか福祉センター・学校医等との連携を図りなが
ら、各種健診事業を適正かつ円滑に実施するとともに、学校におけるアレ
ルギー、感染症、生活習慣病などへの取組を進める。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2エ②食育・健康教育の充実

概
要

○栄養業務及び給食調理業務の充実を図り、より安全でおいしく質の高い
学校給食の提供を目指して、委託業務の履行状況の確認及び評価を適正に
実施し、安全基準に沿った業務を円滑に実施する。
○翌年度の受託事業者の選定にあたっては、事業者の業務評価を的確に行
う。

概
要

○食物アレルギー疾患児童生徒へ安全な給食を提供するため、「中野区食
物アレルギー対応取り組み方針」に基づく具体的な対策を着実に実行す
る。
○給食運営及び給食を通した食の安全・安心への取組み、食事の大切さや
栄養に係る知識などの情報を広く発信する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2エ②食育・健康教育の充実

事業４

2704 学校健康推進 健やかな身体を育む学校

１　現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○生活習慣病の発症につながる危険性を指摘される子どもの増加など、健康的な生活を送れていない子どもたちが増えてい
る。学校と家庭の連携を強化し、子どもたちの健康的な生活習慣の基礎を培う必要がある。

10か年計画（第３次）

２　施策目標

○児童・生徒への健康診断とその後の適切な指導や医療機関への受診勧奨を行い、子どもたちが自分の健康について知ると
ともに、家庭も含めて意識啓発を図ることによって、子どもたちが自らの健康保持増進に取り組んでいる。

○おいしく安全な学校給食を通じた、望ましい食習慣の理解、食文化の継承等、食育を推進することによって、子どもたち
は健全な食習慣や生活習慣の基礎を身につけている。

３　施策の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

指標／実績(27～29)・目標(30)

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

事業１

概
要

○中学1年生及び前年の判定が要指導だった２、３年生の希望者を対象に実施している生活習慣病健診において、中学1
年生の結果判定が管理不要、正常であった者の割合を指標としている。設定理由は、児童生徒の生活習慣の改善を目指す
にあたり、運動と食生活両面からの実態が把握できるため。

○生活習慣病健診時のアンケートに朝食の設問を設け、中学1年生の回答結果を指標としている。設定理由は、健全な食
習慣の向上を目指すにあたり、朝食の毎日摂取が基本となるため。



27年度 28年度 29年度 30年度 30目標

① 94人 93人 208人 640人

②
小2,013人
中840人

小2,183人
中未実施

小2,101人
中782人

小2,200人
中850人

③

①

②

③

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

年度 28 29 30

事業費

人件費

総額 0 0 0

２　施策目標

2705 体験学習 多様な可能性を開く豊かな体験の場

１　現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○小学校・中学校移動教室の実施にあたり、実地踏査や外部指導員の派遣など、児童・生徒が安心して参加できる環境と、
豊かな体験学習が行える支援体制を充実させるとともに、「海での体験事業」等、教育課程外の体験の場をさらに充実させ
るための検討を進めることが求められている。また、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、日頃の文化活動やスポーツ活動の成果を発揮しあう場の環境整備を推進していく必要がある。

○児童・生徒の成長過程に応じた体験活動の場が用意され、教育課程内外において、充実した体験学習が行われている。

○連合行事等における学校間の連携や協力体制によって、児童・生徒は、交流を深めるとともに、互いに刺激し、尊重しあ
いながら成長している。

３　施策の指標

指標／実績(27～29)・目標(30)

海での体験事業の参加児童数

連合作品展の来場者数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○海での体験事業は、海という日常とは異なった環境の中での体験を通して、子どもたちが自分の可能性を伸ばし、豊か
な人間性や社会性、健康体力のなどの「生きる力」を育むことを目的として実施している事業であるため、参加者児童数
により体験活動への理解、関心の高さを把握する指標として設定した。

○連合作品展は、一般来場者が参観することができるため、来場者数により学校行事への理解、関心の高さを把握し、学
校間の交流を測る指標として設定した。目標値は、過去の実績を踏まえ、作品展の周知方法の工夫等による来場者の増加
を見込み設定した。

４　30年度に行う主たる事業

事業１ 海での体験事業

概
要

○より多くの児童が参加できるよう実施場所を静岡県大瀬海岸から千葉県
岩井海岸に変更し規模を拡大して行う。
　対象　小学校5年生、6年生

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア①学校教育の充実

事業２ 小・中学校移動教室

概
要

○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年生、6年生
　　　　中学校1年生、2年生

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア①学校教育の充実

事業３ 小・中学校連合行事

概
要

○小学校では児童が学校教育の成果を発表する機会として、連合で作品
展、音楽会、運動会を開催する。
○中学校では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、連合で作品展、音楽会、演劇発表会、英
語学芸会、総合体育大会を開催する。
○一般の来場者に参観してもらえる連合作品展は、学校、ホームページ等
で積極的に周知を行う。

10か年計画（第３次） Ⅳ-2ア①学校教育の充実

事業４

概
要

10か年計画（第３次）


