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基本目標３ 子どもの生きる力と豊かな心を育む環境を整えます 

主要課題１ 子どもたちの人権を擁護する 

① 子どもたちの権利や視点を反映させたまちづくりをします 

事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

69 子どもの
権利条約
の普及啓
発 

子どもの権利の尊重・
擁護の環境をつくるた
め、子どもの権利条約に
ついて、市民、特に子ど
もたちとその保護者及び
児童関連事業従事者等に
周知を図るものです。 

狛江市教育委員会主催
の教員向けの人権教育研
修を年４回実施し、教員
の意識向上に努めていま
す。また、校長・副校長
で構成する「狛江市人権
教育推進委員会」で発行
するための人権教育指導
資料を作成しています。 

公立保育園では、子どもの権利を尊
重・擁護した保育方針に基づいて保育を
実施しました。 

職員研修を通じた職員
への周知・啓発、児童関
連公共施設等への条約文
の掲示、イベント・講習
会の開催、学校教育活動
などにより普及啓発を図
ります。 

教員は人権教育研修を
必修としており、各学校
では、全体計画・年間計
画の提出に基づいて人権
教育プログラム等を活用
して人権教育を計画的に
実施していきます。 

また、各学校で作成し
ている「いじめ防止基本
方針」に基づき、いじめ
防止等に関する取組みに
努めていきます。 

児

童

青

少

年

課 

B 

人権教育悉皆研修会を実施するとと
もに、校長・副校長で構成されている人
権教育推進委員会で発行した人権教育
指導資料を全教職員に配布し、教員の人
権感覚の向上を図りました。 

指

導

室 

B 

70 子ども議
会・子ど
もフォー
ラムの開
催 

子どもが議会や行政の
仕組み・役割を学び、社
会の一員としての自覚を
培うとともに、子どもの
意見や要望をまちづくり
に反映できるよう、子ど
も議会を隔年で開催して
います。 

平成27年度は子どもが議会や行政の
仕組み等を学び、子どもの意見や要望を
まちづくりに反映できるよう、小学生を
対象に子ども議会を開催しました。 

また、子ども議会の様子を DVDにま
とめ、参加児童と学校に配布しました。
学校では、テレビ集会やクラスごとに
DVDによる放映も行われました。 

学校等と連携し、小学
生による子ども議会を開
催するとともに、子ども
議会の成果をより多くの
子どもたちが共有できる
ような仕組みづくりを検
討し、事業の充実を図り
ます。 

子ども議会やフォーラ
ムなど、子どもが学び、
ふれあう機会を確保し、
まちづくり等大人の取組
みとの連携の充実にも努
めていきます。 

児

童

青

少

年

課 

B 

小学生が、社会科等で議会や行政の役
割を学習し、実際に子どもの意見や要望
をまちづくりに反映する仕組みを学ぶ
ために、子ども議会に参加しました。 

指

導

室 

B 
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事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

71 児童館の
運営への
子どもの
参画 

子どもたちが児童館の
運営や事業に企画・立案
段階から参画するため
に、子どもたちが容易に
意見を出せる環境づくり
と、それらの意見等が反
映されるよう、各組織活
動等で子どもたちの意
見・要望を把握し、年間
事業計画に反映していま
す。 

また、中高生活動では、
中高生が自ら企画・運営
を行う取組みを進めてい
ます。 

各組織活動等において子どもたちの
意見・要望を聞き、年間事業計画に反映
しました。その中でも、中高生活動にお
いては中高生が自ら企画・運営を行う取
組みを進め、中高生の居場所づくりを促
進しました。 

また、各児童館では自由来館者に対し
て意見箱を設置し、意見・要望を受け付
けました。 

市民等で構成する児童
館運営委員会への子ども
たちの参画を進めること
や、児童館に意見箱を設
置するなど、年間の児童
館事業の検討や運営につ
いて子どもたちの意見が
反映されるようにしま
す。 

また、小学校高学年等
における自主的な企画・
実施の取組みを支援し、
多様な楽しさややりがい
のあるプログラムの充実
に努めます。 

児

童

青

少

年

課 

B 

72 子ども関
連施設の
第三者評
価の推進 

利用者が良質なサービ
スを安心して利用できる
よう、既存の事業所が、
第三者評価を受審し、そ
の結果を公表するよう推
進しています。 

認証保育所が概ね２～
３年に一度、第三者評価
を受審しています。また、
児童センターや子ども家
庭支援センター、認可保
育園も受審しています。 

平成27年度の実績は、私立保育園４
園、公立は三島保育園が受審しました。
また、認証保育所2園が受審しています。 

（児童青少年課所管） 

平成27年度は、児童センターの受審
はなく（平成26年度実績で児童センタ
ー、子ども家庭支援センター、それぞれ
１件）、平成29年度に児童センター、子
ども家庭支援センターの受審が予定さ
れています。 

事業所の第三者評価の
定期的な受審とその定着
を促進することで、事業
所の経営健全性を確保す
るとともに、利用者が良
質なサービスを安心して
利用できるようにしま
す。 

地

域

福

祉

課 

A 
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② いじめや不登校等への取組みを推進します 

事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

73 相談・カ
ウンセリ
ング事業
の推進 

子ども家庭支援センタ
ーを中心とした要保護児
童対策地域協議会である
「子ども家庭支援ネット
ワーク会議」の各関係機関
との連携強化等を図ると
ともに、子ども自身が気軽
に相談できるよう、相談窓
口等の情報提供に努めて
います。 

子ども家庭支援センタ
ー、子育て支援課で、いじ
め、不登校、虐待等の相談
に対応しています。また、
相談先を記載した SOS
カードを小中学生に配布
しています。 

市専門教育相談員を各
小学校に週２日配置して
います。また、東京都から
都費のスクールカウンセ
ラーも小学校６校・中学校
４校に配置しています。平
成26年度は、スクールカ
ウンセラーによる全員面
接を小学校５年生と中学
校１年生に行っています。 

子ども家庭支援センター、子育て支援
課において、各関係機関との連携を図り
ながら、いじめ、不登校、虐待等の相談
に対応しました。また、子どもたちへの
相談体制に関する情報提供として、悩み
を抱えた子どもたちが気軽に相談でき
るように相談先を記載した SOS カー
ドを小・中学生に配布しました。 

子ども家庭支援センタ
ーを中心として、子どもた
ちからのいじめや不登校、
虐待などの相談に対応す
る体制をより一層充実し
ていきます。 

また、子ども自身が気軽
に相談できるよう相談窓
口等の情報提供を充実し
ます。 

教育研究所では、来所相
談、各小学校に専門教育相
談員が訪問する小学校教
育相談、発達・ことばの相
談員が訪問する発達・こと
ばの訪問相談、電話相談な
ど、教育相談体制の充実に
努めます。 

子

育

て

支

援

課 

 

B 

市専門教育相談員を各小学校に週２
日配置するとともに、東京都から都費の
スクールカウンセラーが小学校６校・中
学校４校に配置されました。これにより
全ての小・中学校に都費のスクールカウ
ンセラーが配置されました。 

また、市専門教育相談員と都費のスク
ールカウンセラーが連携し、小学校第5
学年の全児童と中学校第１学年の全生
徒に全員面接を行いました。 

指

導

室 

A 

76 不登校対
策事業の
推進 

在籍学校への復帰を目
指し、長期にわたり不登校
状態になっている児童・生
徒に対して、教育研究所設
置の適応指導教室（ゆうゆ
う教室）で適切な指導と学
習の援助を行っています。 

長期にわたる不登校児
童・生徒に対して、ゆうゆ
う教室で他者との人間関
係づくりを学びながら、自
学・自習を基本とした一
斉・個別学習を通して、学
校復帰のための継続的な
指導を推進しています。 

また、ひきこもり等の青
少年の日常の居場所づく
り、体験の場の提供等を行
っているホワイトパレッ
トの活動を支援していま
す。 

長期にわたる不登校児童・生徒に対し
て、ゆうゆう教室において、他者との人
間関係づくりを学ばせながら、自学・自
習を基本とした一斉・個別学習を通し
て、学校復帰のための継続的な指導を推
進しました。 

また、在籍学校の学級担任等がゆうゆ
う教室を訪問し、当該生徒への声掛けや
指導員との面談等を行うゆうゆう教室
訪問週間を新たに設け、学校復帰に向け
た学校とゆうゆう教室との連携を図り
ました。 

指導スペース、指導員体
制を整備し、不登校の小中
学生が学校へ復帰するた
めの適応指導を行います。
また、不登校教育相談対策
委員会や担任連絡会の開
催等を通じて、適応指導教
室やフリースクール等へ
通級している児童・生徒の
在籍学校との連絡を密に
して、学校への復帰率の増
加に取り組んでいきます。 

また、学校関係者をはじ
め、各関係機関との、定期
的なケース会議を開催し、
情報共有と役割に応じた
対応策を明確にします。 

ひきこもり等の青少年
を支援する民間団体の活
動を促進します。 

指

導

室 

 

B 

引き続き、引きこもり等の青少年の日
常の居場所づくり、体験の場の提供等を
行っているホワイトパレットの活動を
支援しました。 

児

童

青

少

年

課 

B 
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事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

77 児童健全
育成相談
事業の実
施 

児童館事業の一環とし
て、学校等関係機関と連携
を図り、子どもや保護者等
からの相談に応じていま
す。児童館・児童センター
では、近隣の小学校と必要
に応じて連絡を取り、情報
の共有化を図るとともに、
小中学校校長や保育園園
長などが児童館運営委員
となって情報共有に努め
ています。 

また、館長・センター長
は、小学生クラブの在籍児
童について情報共有を行
うため、特別支援学級や特
別支援学校の会議や連絡
会に出席しています。 

近隣の小学校と必要に応じて連絡を
取り、情報の共有化を行うとともに、
小・中学校校長や保育園長などが児童館
運営委員の一員として出席しました。 

また、センター長は小学生クラブの在
籍児童について情報共有を行うため、特
別支援学級や特別支援学校の会議・連絡
会に出席しました。 

児童館を子どもたちが
気軽に相談できる窓口と
して位置づけ、相談・指導
体制の整備を図り、事業を
実施します。 

児

童

青

少

年

課 

B 

78 ゆうあい
フレンド
事業の推
進 

不登校等の児童・生徒の
家庭に「ゆうあいフレン
ド」（主に心理学専攻の大
学院生等）を派遣し、遊び
などを通して子どもの心
を開かせ、立ち直りを支援
しています。 

支援が必要な児童・生徒
やその保護者に対して、家
庭と子どもの支援員によ
る家庭訪問や学校内での
支援を行っています。 

ゆうあいフレンドの活動実績はあり
ませんでした。 

必要に応じて、柔軟な対
応をしていきます。 

指

導

室 

A 

79 自然体験
活動事業
の実施 

屋外活動を通して、自然
の仕組みや大切さを知る
と同時に、体験から協調性
や創造性、仲間意識などを
育んでいます。 

児童館・児童センターで
は、野外体験活動を継続的
に実施しています。また、
地域の農家の協力を得て、
乳幼児親子向けの農作物
収穫体験等の事業を実施
しています。 

児童館・児童センターでは野外体験活
動を継続的に実施し、多くの児童の参加
がありました。 

また、和泉児童館では地域の農家の協
力を得て、乳幼児親子向けの農作物収穫
体験を実施しました。 

学校等関係機関の連携
を密にし、ボランティアや
青少年事業関連団体に協
力を求めて事業促進を図
ります。 

また、児童館・児童セン
ターにおける野外体験、自
然体験活動等の充実を図
り、地域で活動している放
課後子ども教室等関連団
体との連携によって、地域
交流の大切さを学ぶこと
を推進します。 

児

童

青

少

年

課 

B 
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主要課題２ 幼児教育の充実を図る 

① 幼児教育の内容の充実を図るとともに、関係機関との連携を進めます 

事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

81 幼児教育
の内容の
充実 

幼稚園・保育園での体験
学習や地域との交流活動
などを積極的に行い、様々
な体験をさせるとともに、
小学校就学時までに必要
な生活習慣や知識などを
身につけることができる
ように指導しています。 

現状では、配慮が必要な
就学前児童及びその家庭
に対して、小学校及び保育
園等と連携し、就学前後の
家庭支援を行っています。 

保育園では、入園してい
る子どもの就学に際し、こ
れまでに積み重ねられた
子どもの育ちを支えるた
め、保育要録を作成し、小
学校との連携を図ってい
ます。 

幼稚園・保育園と小学校
の円滑な連携を図るため
に、園児が小学校の行事に
参加できる機会を設けた
り、交流学習を設定してい
ます。 

巡回相談等を通じて、配慮が必要な就
学前児童のフォローに繋げました。 

年間の指導計画をもと
に、地域や小学校等の関係
機関と連携し、事業を充実
させていきます。 

小学校では、幼稚園・保
育園との授業参観や連絡
会などを通して情報交換
を密に行い、小学校へのス
ムーズな接続を図ります。 

子

育

て

支

援

課 

B 

保育園では就学する児童の保育要録
を作成し、小学校へ引き継いでいます。
また、小学校への接続を意識した取組み
が進むよう小学校・幼稚園・保育園の職
員が情報交換できる機会として、狛江市
幼保小連絡懇談会を開催する等、小学校
への円滑な接続に取り組みました。 

児

童

青

少

年

課 

A 

幼稚園・保育園と小学校の円滑な連携
を図るために、園児が小学校の行事に参
加できる機会を設けたり、交流学習を設
定したりしました。 

また、小学校と幼稚園・保育園の教職
員が、円滑な接続について、情報交換を
直接できる機会を設けました。 

指

導

室 

B 

82 幼児教育
の情報提
供 

家庭で行う幼児教育や
しつけなどの情報を提供
するとともに、家庭におけ
る幼児の教育について、機
会をとらえて保護者等の
啓発を図っています。 

子育てガイドブックの
内容の充実に努めるとと
もに、子育て講座等を開催
しています。また、子ども
家庭支援センターによる
専門家を招いた幼児教育
などの情報提供、幼稚園で
の言語聴覚士等による相
談の機会等を設定してい
ます。 

また、幼稚園・保育園と
小学校の円滑な連携を図
るために、園児が小学校の
行事に参加できる機会を
設けたり、交流学習を設定
したりしています。 

子育てガイドブックの内容の充実を
図り、幼児教育の啓発に努めました。ま
た、子ども家庭支援センターにて専門家
を招いた幼児教育などの情報提供を行
いました。 

幼稚園においては、巡回相談等で言語
聴覚士等による講演、相談の機会を設
け、保護者への情報提供等を行いまし
た。 

子育てガイドブックの
内容を充実するなど、情報
提供を進めるとともに、関
係機関での行事やシンポ
ジウムの開催などで幼児
教育についての啓発に努
めます。 

各小学校では、幼稚園・
保育園と連携し情報交換
を行いながら、家庭への幼
児教育の啓発を引き続き
行っていきます。 

子

育

て

支

援

課 

B 

幼稚園・保育園と小学校の円滑な連携
を図るために、園児が小学校の行事に参
加できる機会を設けたり、交流学習を設
定したりしました。 

指

導

室 

B 
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② 幼稚園・保育園・小学校の連携を強化します 

事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

83 幼稚園・
保育園・
小学校の
交流・連
携 

幼稚園・保育園・小学校
の関係者の連携を深め、情
報交換や学習の機会を設
けるとともに、子どもたち
の交流も推進しています。 

児童館・児童センターで
は運営委員会、子ども家庭
支援センターでは運営協
議会を開催し、意見交換を
行っています。 

就学時健康診断や就学
説明会にて、学校生活につ
いて保護者に理解を促す
とともに、生活習慣の確立
の重要性について啓発し
ています。 

幼・保・小の連携に向け
て、就学前の子どもについ
て情報共有を図り、円滑な
就学につなげています。 

児童青少年課主導で、小学校への接続
を意識した取組みが進むよう小学校・幼
稚園・保育園の職員が情報交換できる機
会として、狛江市幼保小連絡懇談会を開
催しました。 

また、児童館・児童センターにおいて
運営委員会を、子ども家庭支援センター
においては運営協議会を各２回実施し、
意見交換を行いました。 

幼児教育や保育の時期
から、学校教育（小学校）
へとしっかりつなげてい
くための連携を進めます。 

児童館・児童センターに
おける運営委員会、子ども
家庭支援センターにおけ
る運営協議会を今後も開
催し、定期的に情報交換や
学習の機会を設けるとと
もに、子どもたちがお互い
の行事に参加するなど交
流の機会を設けることを
検討します。 

今後も、「幼・保・小連
絡懇談会」を実施し、就学
前の子どもの情報共有に
努めます。 

子

育

て

支

援

課 

 

A 

就学時健康診断や就学説明会にて、学
校生活について保護者に理解を促すと
ともに生活習慣の確立の重要性につい
て啓発しました。 

また、保護者会等の機会をとらえて、
家庭への啓発を継続してきました。 

指

導

室 

A 

  



71 

 

主要課題３ 学校教育の充実を図る 

① 開かれた学校として地域や家庭との連携を深めます 

事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

84 学校運営
連絡協議
会の充実 

保護者や地域住民が学
校運営に積極的に参加し、
地域ニーズを的確に反映
させるため、「学校運営連
絡協議会」を設置していま
す。 

各校で経営方針を保護
者に周知し、校長の経営ビ
ジョンを示すことにより、
学校の教育活動における
保護者との連携を促進し
ています。 

また、学校評価により教
育活動の活性化を図ると
ともに、各学校の学校運営
連絡協議会が年３・４回開
催されており、そこでの協
議内容等を学校経営の改
善・充実に活かしていま
す。 

各校の学校経営方針を保護者に周知
し、校長の経営ビジョンを示すことによ
り、学校の教育活動における保護者との
連携を促しました。また、学校運営連絡
協議会にて学校自己評価の適切性につ
いて協議を依頼し、学校関係者評価とす
ることで、学校経営の改善・充実を図り
ました。 

教育活動の実施、地域・
家庭・学校の連携の促進な
ど、校長の行う学校運営に
関して、意見を述べ、また
は助言を行うことで学校
運営の改善を検討します。 

また、地域と連携して、
学校運営に関する多様な
取組みについても検討を
進めます。 

指

導

室 

A 
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② 生きる力を育む教育環境等を整備します 

事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

85 少人数学
習集団に
よる指導
やティー
ムティー
チングの
充実 

少人数の学習集団を編
制して指導を行ったり、１
つの学級を複数の教員で
指導するティームティー
チングにより、個々の学習
速度や習熟度等にあった
きめ細かな学習指導を実
施しています。 

東京都の少人数指導等
の加配教員を、小学校６校
に算数、小学校１校に理
科、中学校４校に数学と理
科、中学校３校に英語で配
置しています。また、市費
による講師も各学校へ配
置しています。それにより
少人数指導の充実を図る
とともに、低学年の音楽講
師を全小学校に配置し、低
学年から専門的な指導が
受けられるようにしてい
ます。 

東京都の少人数指導等の加配教員を、
小学校６校に算数、小学校１校に理科、
中学校４校に数学と英語で配置しまし
た。また、市費による講師を各学校へ延
べ3,777時間配置しました。それにより
少人数指導の充実を図るとともに、低学
年の音楽講師を全小学校に配置し、低学
年から専門的な指導が受けられるよう
にしました。 

各学校で実態に応じた
少人数学習やティームテ
ィーチングを充実させ、習
熟の程度に応じた学習集
団による指導や授業を複
数の教員で行うなど、個に
応じた指導を工夫し、児
童・生徒の学力向上を目指
します。 

指

導

室 

A 

86 外国人英
語指導員
の派遣 

国際化の進展を踏まえ、
他の国に興味を示し、また
英語教育の促進を図るた
め、外国人英語指導員を学
校に派遣しています。 

小学校５・６年生の外国
語活動と、中学校英語への
対応として、外国人英語指
導員派遣を各校年30日実
施しています。 

また、外国人の児童・生
徒に対する日本語指導に
ついては、学校の派遣希望
に応じて、日本語指導員を
派遣しています。 

小学校５・６年生の外国語活動と、中
学校英語への対応として、ＡＬＴ派遣を
各校年間30日実施し、英語に親しめる
ようにするとともに、国際理解の推進を
図りました。また、外国人児童・生徒に
対する日本語指導については、学校の派
遣希望に応じて年間延べ324時間日本
語指導員を派遣しました。 

外国人英語指導員を小
中学校に派遣し、児童・生
徒が、英語への興味・関心
を高め英語力が向上する
よう指導方法を工夫しま
す。 

また、外国人英語指導員
による小学校教員への外
国語活動指導法向上研修
を充実させ、授業改善に取
り組みます。 

指

導

室 

B 

87 情報教育
の充実 

コンピュータを利用し
た、より多様な授業の展開
を図り、子どもたちの情報
を活用する能力を高めた
り、不適切な使用をしない
ための管理など、情報リテ
ラシー教育を推進してい
ます。 

小学校６校に配置され
ているタブレット端末を
活用し、教室の中だけでは
なく、体育館や校庭でも活
用しています。 

また、中学校２校でタブ
レット端末の試行を行い、
中学校での活用方法を検
証しています。 

ハイブリッド型タブレット端末を全
ての中学校に４１台，特別支援学級（固
定級）に１０台配備しました。また、全
ての中学校普通教室にタブレット端末
の画面や書画カメラの画像等を黒板に
投影可能な超短焦点型プロジェクター
を配備し、インターネットにも接続可能
なＷｉ-Ｆｉの環境を整備しました。な
お、Ｗｉ-Ｆｉ環境については、理科室、
音楽室、美術室等特別教室にも普通教室
と同じ環境を整備しました。 

小中学校でのタブレッ
ト端末の活用を推進する
とともに、情報管理を適切
に行うための方策を実施
します。 

また、情報教育推進協議
会や研修会において、情報
機器活用のスキルアップ
や授業改善の方法を考え
ていきます。 

指

導

室 

B 
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事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

後新 

88 

読書を通
じた学び
の機会の
提供 

子ども自身が読書の楽
しさを知るきっかけをつ
くり、自発的な読書活動に
つなげるものです。 

３・４か月の乳児に本を
配布するブックスタート
や、市内在住の小学校１年
生に対して、候補から児童
が自ら選択した図書を１
人につき１冊贈呈するセ
カンドブックを実施して
います。 

また、年代に合ったブッ
クリストを作成していま
す。 

・ブックスタート事業 配布冊数 

 701冊 

・セカンドブック事業 贈呈冊数 

平成27年度新１年生  603冊 

平成28年度新１年生  262冊 

（平成28年３月31日現在） 

本を選ぶ楽しさ、読む楽
しさを知るきっかけをつ
くり、自発的な読書活動に
つながる機会を提供して
いきます。 

図

書

館 

A 
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主要課題４ 体験学習の機会を広げる 

① 学校教育における多様な学習の充実を図ります 

事業 

No. 
事業名 事業内容と現状の取組み 平成 27 年度実績 平成 31 年度までの目標 

担

当

課 

89 多様な学
習の推進 

体験学習や、総合的な学
習の時間など、多様な学習
を推進しています。 

特色ある教育活動で、狛
江の音楽教育の充実から、
福祉施設や福祉的な行事
で児童・生徒が活躍してい
ます。中学校では、全４校
で職場体験を実施し、職業
観・勤労観を育てる機会と
しています。 

特色ある教育活動で狛江の音楽教育
の充実から、福祉施設や福祉的な行事で
児童生徒が活躍しました。また、総合的
な学習の時間や生活科で「水辺の楽校」
「お年寄りとの交流」などの体験学習を
取り入れることで、学びに広がりと深ま
りをもたせることができました。中学校
では全４校で職場体験を実施し、職業
観・勤労観を育てる機会となりました。 

総合的な学習等につい
て、各学校の実態に応じて
テーマを決め、設定した課
題を解決するために、より
充実したカリキュラムの
展開を検討し、推進しま
す。 

指

導

室 

B 

後新 

90 

歴史、文
化財教育
の充実 

郷土に対する愛着を育
んでもらうため、地域の歴
史、文化財教育を進めてい
ます。 

小学校３年生、６年生向
けの狛江市に係る歴史文
化財に関するガイドブッ
クを作成し、公立小中学校
対象学年の全児童・生徒に
配布しています。特に小学
校６年生については、ガイ
ドブックに基づき、文化財
担当職員が出前講座を実
施しています。 

これまで、小学校３年生及び６年生向
けに、狛江市の歴史・文化財に関するガ
イドブックを作成・配布してきました
が、新たに中学校１年生向けのガイドブ
ックを作成しました。これらは、公立小
中学校の対象学年の全児童・生徒に配布
しました。 

中でも、小学校６年生については、ガ
イドブックを活用し、「狛江の遺跡と古
墳」を題材とした出前講座を、全６校の
全学級で実施しました。 

また、小学校３年生については、市立
古民家園で体験学習を行いました。 

次世代を担う児童・生徒
に、地域の歴史や文化財に
興味・関心を持ってもら
い、郷土に対する愛着を育
みます。 

社

会

教

育

課 

A 

後新 

91 

文化・芸

術に触れ

る機会の

提供 

子どもたちに文化・芸術
に触れる機会を提供する
ため、プロの演奏家に学校
で、演奏を行ってもらい、
児童・生徒に質の高い音楽
を体験してもらっていま
す。 

また、市内小中学校へ絵
手紙講師を派遣し、絵手紙
教室を開催しています。 

音楽事業では、市内の小中学校におい
てプロの演奏家による公演を５回行い、
子どもたちに質の高い音楽を体験して
もらう機会を提供しました。また、プロ
の講師による講習会と楽器の点検等を
行う学校協力事業は、市内中学校の合唱
部、狛江高校筝曲部、市内中学校の吹奏
学部に対してエコルマホールで実施さ
れ、コンクール前の有意義な機会にもな
りました。 

絵手紙事業では、親子で一緒に絵手紙
をかき交流を深める親子絵手紙教室を
実施し、13組29名の参加がありまし
た。また、絵手紙教室講師派遣事業では、
市内小中学校及び幼稚園８校へ絵手紙
講師を派遣し、子どもたちに絵手紙に触
れられる機会をつくりました。 

すべての学校で直接文
化・芸術に触れる機会を設
け、子どもたちの豊かな情
操と創造力を育みます。 

地

域

活

性

課 

 

B 

小学校第６学年と中学校第２学年で
音楽鑑賞教室を実施し、プロのオーケス
トラによる演奏を直接鑑賞する機会を
設けたり、小学校第５学年を対象にプロ
の演奏家に学校で、演奏を行ってもらっ
たりするなど、質の高い音楽を体験する
機会を充実しています。 

指

導

室 

B 
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② 地域における体験学習の機会の拡大を推進します 

事業 

No. 
事業名 

事業内容と現状の取組

み 
平成 27 年度実績 

平成 31 年度までの目

標 

担

当

課 

92 体験型事
業の推進 

ふるさと自然体験事業
や、児童館事業におけるキ
ャンプやふるさと交流事
業などの体験型事業を実
施しています。 

児童館・児童センターで
は、野外体験活動を継続的
に実施しています。和泉児
童館では、地域の農家の協
力を得て、乳幼児親子向け
の農作物収穫体験を実施
しています。 

ふるさと友好都市（長岡
市川口地域）の豊富で雄大
な自然を泊りがけで体験
する「ふるさと自然体験事
業」を実施しています。 

市内の青少年（小学生～
高校生）を対象に、日常の
中ではできない体験等を
行う「青少年健全育成委託
事業」を実施しています。 

山梨県小菅村で自然に
対する理解と関心を深め
ることを目的に、「多摩川
源流体験教室」を実施して
います。 

多摩川の水辺の自然観
察会、環境保全活動を行っ
ている「狛江水辺の楽校」
では、子どもたちの環境学
習の場を提供しています。 

児童館・児童センターでは、野外体験
活動の継続的な実施などにより、体験型
事業の充実を図りました。 

また、和泉児童館では地域の農家の協
力を得て、乳幼児親子向けの農作物収穫
体験を実施しました。 

野外体験、自然体験活動
等の充実を図ります。 

また、放課後子ども教室
等関連団体との連携を進
め、地域で活動している団
体の活動に触れたり参加
することにより、地域交流
の大切さを学ぶことを推
進します。 

児

童

青

少

年

課 

 

B 

「ふるさと交流キャンプ」を平成27
年８月19日～21日（２泊３日）に実施
し、狛江市から30名、川口地域から18
名，合計48名の児童が参加しました。 

川遊びや野菜収穫体験等を通じて、都
市部にはない豊富で雄大な自然を体験
するとともに、川口地域の子どもたちと
の交流を図ることができました。 

地

域

活

性

課 

 

A 

狛江水辺の楽校では、毎週末の行事に
加え、８月に多摩川源流体験教室を実施
しました。 

生物多様性保全に関する取組みとし
て、多摩川及び野川で生きもの調査会を
実施するとともに、多摩川に大量に繁茂
する特定外来生物アレチウリの駆除活
動を新たに実施しました。 

環

境

政

策

課 

A 
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主要課題５ 次代の親の育成を支援する 

① 乳幼児等とふれあう機会を提供します 

事業 

No. 
事業名 

事業内容と現状の取組

み 
平成 27 年度実績 

平成 31 年度までの目

標 

担

当

課 

94 中高生等
の子育て
ボランテ
ィア活動
の促進 

児童館・児童センター等
児童関連施設における中
高生等のボランティア活
動を促進するものです。 

現状では、児童館・児童
センターで、中高生による
ボランティア活動の場を
提供し、また、中学校の職
場体験の受入れも行って
います。 

公立保育園でも、ボラン
ティアの受入れ等を行っ
ています。 

児童館・児童センターでは、中学生・
高校生によるボランティア活動の場を
提供し、また、中学校の職場体験の受け
入れも行いました。 

公立保育園では、中学生の職場体験や
ボランティアの受入れ等を行いました。 

学校や関係団体等と連
携し、子育てに対する興味
や関心を高め、推進してい
きます。 

児

童

青

少

年

課 

B 

 


