平成 28 年度（2016 年度）
港区教育委員会の権限に属する事務の
管理及び執行の状況の点検及び評価
(平成 27 年度分)
報 告 書

平成 28 年（2016 年）９月

港 区 教 育 委 員 会

港区平和都市宣言
かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和
を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ
とはありません。
私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、
生きがいに満ちたまちづくりに努めています。
このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生
まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。
私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること
を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、
心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること
を宣言します。
昭和６０年８月１５日
港

区

Declaration as a City of Peace
Minato City
August 15, 1985
All people are one in wishing to preserve the beauty of the earth and the
permanence of world peace. These sentiments will never change.
We are working to build a community dedicated to the welfare of its citizens,
while striving for true peace and the preservation of our cultural traditions.
Our duty to the generations that will follow is to hand over into their keeping
a society built on the brotherhood of all people and a natural environment that
is flourishing and beautiful.
We request our government to abide firmly by the “three nonnuclear
principles” (renouncing possession, production, and introduction of nuclear
weapons) and appealing to all citizens everywhere to seek the abolition of
nuclear weapons.
As it is our earnest wish for world peace, we hereby declare Minato City to
be a City of Peace.
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点検及び評価の実施目的
地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２ 号 )
第２７条の規定に基づき、教育委員会が行う主要な事務事業について、毎
年、執行状況の点検及び評価を行い、課題や今後の取組の方向性を示すと
ともに、点検及び評価の結果に関する報告書を港区議会へ提出し、区民へ
広く公表することにより、区民への説明責任を果たすとともに、区民に信
頼される教育行政を推進することを目的とする。
２ 点検及び評価の実施方法
（1）点検・評価の対象
「港区学校教育推進計画」「港区生涯学習推進計画」「港区スポーツ
推進計画」「港区立図書館サービス推進計画」「港区子ども読書活動推
進計画」(平成２７年度～平成３２年度)の各計画において掲げる、基本
目標のもとに体系化された施策を対象とする。
（2）評価テーマの抽出
港区の特徴的・先駆的な取組及び昨今の社会情勢等を踏まえ、計画
の中から評価対象としてふさわしい施策を抽出する。施策の抽出後、
評価会議における評価委員の意見を踏まえ、教育委員会において、当
該施策を当年度の評価テーマとして決定する。評価テーマの数は、５
テーマ程度とし、各計画からバランスよく抽出することとする。
（3）自己評価シートの作成
評価テーマを構成する事業の中から、評価テーマの内容がわかりや
すい評価対象事業を抽出し、区の事務事業評価（一次評価）等を活用
しながら、自己評価シートを作成する。
所管課による自己評価については、
『評価の理由・コメント欄』に課
題についても記載する。また、事業内容が計画どおり行われている場
合は、評価３を記載する。評価基準の４もしくは５で評価する場合は、
事業内容が計画以上に成果をあげているものとする。
（項 目別 評価基 準）
（ 総合評 価基 準）

5：極め て高い 4： 高い 3：普通 2：低い 1：極めて 低い
拡充

事 業内 容の拡 充を 行って 実施 してい くべ きもの

継続

同 様の 事業内 容で 実施し てい くべき もの

縮小

事 業内 容の縮 小を 行って 実施 してい くべ きもの

廃止

事 業の 必要性 がな いため 廃止 すべき もの

（4）評価の実施
評価対象事業の自己評価シートをも とに評価委員からいただいた意
見を踏まえ、評価テーマに対する教育委員会における今後の取組の方
向性を示す。
評価委員から意見を受けるにあたっては、評価委員へ施策を構成す
る事業の内容を説明する。
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（5）報告・公表
点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を港区議
会へ報告するとともに、区民へ公表する。
（6）事後点検による評価の活用
前年度の報告書でまとめた今後の取組の方向性について、取組状況
の確認を行い、当年度の報告書において、取組状況を報告する。

平 成 28 年 度 点 検 ・評 価 実 施 概 要
港

区

教

育

ビ ジ ョ ン

～すべての人の学びを 支え つなぎ 生かす～
【５つの個別計画】
港区学校 教 育推進計 画
港区スポーツ推進計画

港区生涯 学 習推進計 画

港区図書 館 サービス推進計画

港 区 子 ども読 書 活 動 推 進 計 画

① 評価テーマの抽出
港 区 の 特 徴的 ・ 先 駆 的な 取 組 及 び昨 今 の 社 会情 勢 等 を 踏ま え 、 評 価対 象 と し てふ さ わ し い 施 策
を 各計画 から バラン スよ く抽出 する （合計 ５テ ーマ程 度）。

② 自己評価シートの作成
評 価テー マを 構成す る事 業の中 から、評 価テーマ の内容 がわ かりや すい 評価対 象事 業を抽 出し、
区 の事務 事業 評価（ 一次 評価） 等を 活用し なが ら、自 己評 価シー トを 作成す る。

③ 自己評価シートをもとに評価委員による評価 （教育委員との意見交換）

④ 教育委員会による今後の取組の方向性を決定

⑤ 今後の取組の方向性に対する取組状況の確認・報告（翌年度）
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３ 点検及び評価の体系

施策の柱

個別計画

施策を構成する事業

評価表作成単位

点検・評価の対象
テーマ

１ 健やかな体の育成

① 健康な体づくり
② スポーツを楽しむ心の育成

抽 出

① 健康な体づくり
② スポーツを楽しむ心の育成

抽 出

① 教員の指導力向上
② 教員を支える体制の整備

学校教育推進計画
テーマ

２ 学校の教育力の向上

① 教員の指導力向上
② 教員を支える体制の整備
③ 学校支援地域本部事業の充実

テーマ

３ 安全・安心で魅力ある
教育環境の整備

港
区

テーマ

生涯学習推進計画

４ だれでも学べる機会
の充実

教
育
ビ
ジ
ョ

① 安全・安心な教育環境の整備

抽 出

① 安全・安心な教育環境の整備

① ICTを活用した生涯学習事業の推進
② 生涯学習情報の充実
③ 相談機能の充実
④ ICTに関する学習活動の推進
⑤ いちょう学級事業
⑥ 障害者学習活動支援
⑦ 講習・講演会の充実及び障害者自身の自己啓発の支援
⑧ 精神保健福祉事業

抽 出

① ICTを活用した生涯学習事業の推進
② 生涯学習情報の充実

① オリンピアン等のスポーツ教室の実施
② 国際大会のパブリック・ビューイングの実施
③ ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施
④ みなとスポーツフォーラムの実施

抽 出

① オリンピアン等のスポーツ教室の実施
② 国際大会のパブリック・ビューイングの実施
③ ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施

① 資料の受取及び返却方法の拡充
② 開館日及び開館時間の拡大
③ 様々なニーズに応える閲覧スペースの設置
④ 図書館の多様なサービスの向上

抽 出

① 資料の受取及び返却方法の拡充
② 開館日及び開館時間の拡大
③ 図書館の多様なサービスの向上

テーマ

スポーツ推進計画

５ 2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競
技大会等に向けた気運
醸成の取組の推進

ン
テーマ

図書館サービス推進計画

６ 図書館の使いやすさ
の向上

子ども読書活動推進計画
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４

評価対象テーマに対する点検及び評価

テーマ１

健やかな体の育成

評価表
① 健康な体づくり
② スポーツを楽しむ心の育成

評価委員からの意見
今後の取組の方向性
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種
別
港区基本計画
港区学校教育推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
201
45
51～53

63

平成 27 年度

１①健康な体づくり

所管課

学務課、指導室

目的

心身の健康の保持・増進のため、基本的な生活習慣の確立を支援します。心身
の成長についての正しい知識を習得し、実践的な判断力や行動を選択する力を養
うとともに、食育の充実により、健全な食生活の定着を支援します。

主
要
内
施

食育に関する事業
（１） 食育の推進
学校給食を教材として活用することや、家庭科、体育科、総合的な学習
の時間と関連させた食に関する指導を行っています。また、栄養教諭が
区の食育を推進するリーダー役として各校の食育リーダーを支援し、食
育リーダーが中心となり各学校での食育の実践を広めています。
（２） 学校給食の充実
給食調理に関する専門知識を身に付け、技術向上のために栄養職員、調
理主事を対象にした研修を実施しています。
（３） 学校給食における食育の推進
年３回程度、学校給食で和食文化や郷土料理、国際料理、地産地消など
を献立に取り入れ、その食材についても地産地消や旬の野菜、季節の魚
などを使用し、給食を生きた教材として食育に役立てています。また、
より高い安全性が求められる果物など「生で食べる食材」について、減
農薬・減化学肥料で栽培された特別栽培農産物の安定的な確保に取り組
んでいます。

容
策

基礎体力・運動能力の向上に関する事業
（４） 連合体育行事の実施
区立の小学校６年生が一堂に会す連合運動会や区立の中学校２年生が一
堂に会す連合体育大会を開催し、日頃の学習の一環として成果を発表す
る機会を設けています。各学校の代表として参加することから、連帯感
を高めることはもとより、運動への興味・関心、学習意欲の向上を図っ
ています。
（５） 一校一取組運動の実施
子どもの体力向上に向けた具体的目標を定め、学校の実態に合った特色
ある「一校一取組運動」を実施しています。
（６） コオーディネーショントレーニングの推進
「運動の器用さ」を高めるトレーニングのひとつで、推進校を指定してい
ます。
（７） 体力調査の目標値の設定
昨年度の体力調査の結果を分析し、各学校ごとに学年・種目別の目標値
を定め、調査の行い方等の事前学習を確実に行うことで、体力の向上を
図っています。
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実
績

食育に関する事業
○学校給食を教材として活用することはもとより、各学校にて編成した食育全体計
画及び年間指導計画に基づいて食に関する指導を区立小中学校全校で実施しま
した。
基礎体力・運動能力の向上に関する事業
○港区立小学校連合運動会、中学校連合体育大会、小学校水泳記録会、中学校水
泳記録会、特別支援学級合同運動会を円滑に実施し、子どもの運動への興味・
関心、学習意欲を高めました。各学校において年間を通して一校一取組を実施
した他、各学校で設定した体力の目標値達成に向けて、体力向上に向けた取組
(体づくり運動)の充実を図りました。また、コオーディネーショントレーニン
グを先行実施した小・中学校各２校の実践例を区内の各学校に広めました。
食育に関する事業
事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度

事 業

国庫支出金
都支出金
基 金

費

当 初
予算額

一般
財源

平成 27 年度

18,726
16,283

18,726
16,283

18,726
16,283

平成 28 年度

20,155

20,155

20,155

平成 26 年度

その他

流用

補正

決算状況
予算現額

決算額

執 行
率（%）

18,649
16,097

99.6
98.9

基礎体力・運動能力の向上に関する事業
事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
当 初
予算額

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

6,558
6,844
7,344

一般
財源

国庫支出金
都支出金
基 金

6,558
6,844
7,344

その他

流用

297
△39

補正

決算状況
予算現額

6,855
6,805
7,344

決算額

6,753
6,713

執 行
率（%）

98.5
98.6

効果・成果

食育に関する事業
○平成２７年度は、食育リーダーを区内小中全校に配置し、食育の推進を図り
ました。
○平成２７年は保健主任会で、研究授業の参観や食育の推進についての講話を
実施し、教員の食育についての見識を深めました。
基礎体力・運動能力の向上に関する事業
○連合体育行事を実施することを通して、子どもたちのスポーツを通じた様々
な分野への興味・関心を高める教育を推進することにつながっています。
○体力調査の体力合計点の全国平均を１００とした区の指数(学校教育推進計
画Ｐ４６)
２７年度目標
２７年度実績
小５男子 １０３
小５男子 １０３
小５女子 １０４
小５女子 １０２
中２男子
９５
中２男子
９３
中２女子
９４
中２女子
９４
小学校５学年男子及び中学校２年女子は目標を達成する結果となりました。
コオーディネーショントレーニングを先行実施した中学校２校は、中２男子
の結果が目標を上回っていました。(Ａ中学校１０２・Ｂ中学校１００)

7

項

目

評価

所管課による自己評価の内容

事業目的の適合性

３

事業の効果性

３

手法の効率性

３

区が実施する妥当性

３

事務継続の必要性

３

※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

評価の理由･コメント
運動環境を整備し、体力向上を図るとともに、将来
にわたって健康の重要な要素となる食を通した学習
を充実させることは、児童・生徒の心身ともに健康
で健やかな成長を促すために重要です。
連合体育行事を通して、日頃の学習の一環として成
果を発表し合い、交流を深めることは、連帯感を高
め、運動への興味・関心や学習意欲を高めていくこ
とにつながっています。
学校給食を教材として活用することや、教科等と関
連させた食育を行うことを通して、児童・生徒の心
身の健全な発達や、健全な食生活についての判断力
を培うための意識啓発につながります。
児童・生徒の体力向上に向けた具体的目標を定めて
「一校一取組運動」を実施することで、効果的に学
校の実態に合った啓発をすることができます。区に
配置されている栄養教諭が中心となり、各学校の食
育リーダーを支援することで、区の食育を推進する
ことにつながっています。
全国的に児童・生徒の体力・運動能力の低下が指摘
される中、区内においては、特に生徒の体力・運動
能力が全国平均を下回っており、体力向上に向けた
取組が急務であるといえます。今後も家庭との連携
により児童・生徒の健やかな体づくりに向けた施策
の推進が必要です。
事業目的である健やかな体の育成を図る上で必要で
す。

拡充
継続
縮小
廃止
「東京都食育推進計画（平成２８年３月）
」を踏まえ、区とし
ても学校における組織的な食育の推進を図る必要がありま
す。
また、児童・生徒の体力向上に関しても区として取り組む
必要性があります。
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種
別
港区基本計画
港区学校教育推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
201
46
63

平成 27 年度

１②スポーツを楽しむ心の育成

所管課

生涯学習推進課、指導室

目
的

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし、体を動か
すことやスポーツの楽しさを伝え、年齢や成長に応じた体力・運動能力を習得さ
せるとともに、スポーツに親しむ子どもを育てる。

内
容

（１）部活動外部指導員を活用した部活動の実施
（２）専門性を高める安全に配慮した外部指導員を活用した武道の実施
（３）オリンピック・パラリンピック教育の推進
（４）幼児の体力増進の取組

主

（１）部活動外部指導員を活用した部活動の実施
平成２７年度は、部活動外部指導員を６４名配置しました。運動系の部活
動は小学校３名、中学校４０名の外部指導員を配置し、専門性の高い指導
を通して児童・生徒のスポーツへの関心・意欲を高めました。

要

（２）専門性を高める安全に配慮した外部指導員を活用した武道の実施
例年各学校で実施される武道の授業において、専門家の指導による技術面
の向上を図るとともに、安全面に配慮した指導を行うため、外部指導員を
１０名配置し、合計５６９時間武道の授業を行いました。

施
実
策
績

（３）オリンピック・パラリンピック教育の推進
小学校３校、中学校１校が東京都研究指定のオリンピック・パラリンピッ
ク教育推進校となり、特に、
「ボランティアマインド」
「障害者理解」
「スポ
ーツ志向」「日本人としての自覚と誇り」「豊かな国際感覚」の５つの資質
に重点を置き、研究を進めました。研究成果をもとに、全小中学校で平成
２８年度の教育課程編成に向けて、年間３５時間をオリンピック・パラリ
ンピック教育の年間指導計画を作成しました。
（４）幼児の体力増進の取組
文部科学省の幼児期運動指針等を活用し、全区立幼稚園において身体を動
かすことの楽しさを味わわせ、スポーツに親しむ機会をつくりました。
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事 業 費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

当 初
予算額

一般
財源

28,342
28,051
26,667

28,342
28,051
26,667

国庫支出金
都支出金
基 金

その他

流用

決算状況

補正

予算現額

28,342
28,002
26,667

△49

決算額

25,274
25,256
26,667

執 行
率（%）

89.2
90.2

効果・成果

・部活動外部指導員を６４名配置し、特に運動系の部活動において小学校３名、
中学校４０名の外部指導員を活用することにより、部活動の充実を図り、生徒
の運動能力の向上につながっています。
・武道の授業における外部指導員を１０名配置し、合計５６９時間、保健体育の
授業において活用することにより、生徒の技能面を高めるだけでなく、安全に
配慮した授業を実施することができました。その成果もあり、生徒の大きな怪
我等、事故はありませんでした。
・オリンピック・パラリンピック教育を推進することを契機に、教員や児童・生
徒の東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会への興味・関心が高まっ
ています。
・区立の幼稚園において、幼児期運動指針を活用して、身体を動かすことの楽し
さを経験させていることは、スポーツに親しむきっかけづくりとなっています。

項
目
事業目的の適合性

評価

４

所管課による自己評価の内容

事業の効果性

３

手法の効率性

３

区が実施する妥当性

３

事務継続の必要性

３

※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
体を動かすことやスポーツの楽しさを伝えることは、体
力・運動能力の習得とともに、スポーツに親しむ心情を
育て、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向け
た機運を醸成していくことにつながっています。
部活動外部指導員を配置することによって、各運動部活
動において、専門性の高い指導が行われ、生徒の体力を
向上することができます。
中学校の武道の授業に外部指導員を配置することは、授
業内容の充実はもとより、安全に配慮した武道の学習を
展開することができます。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を最
大の契機として捉え、その意義を学ぶことにより、スポ
ーツに親しむ機運を醸成できます。
事業目的である体力・運動能力の向上とスポーツに親し
む心情を育成するためにも必要です。
拡充

継続

縮小

廃止

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を
契機として、スポーツに親しむ機運を高めていく必要
があります。また、外部指導員を活用して運動部活動
を充実することや幼児期に運動の楽しさを味わわせ
ることは、スポーツに親しむ子どもを育成することに
つながります。
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評価委員からの意見

小松郁夫（流通経済大学社会学部教授）
①

健康な体づくり

・食育は家庭と協力をして充実させるには、格好のテーマです。家庭科などの授業との
関連だけでなく、多様な事業を工夫して欲しいと思います。
・直接的にはオリンピック・パラリンピックを意識した事業が中心になるでしょうが、
持続可能な事業の展開こそ、重要な事業かと思います。
・体力調査の充実と活用で、意欲的に体づくりに励む条件整備をすべきかと思います。
体力向上に向けて、具体的な目標設定のできる環境整備を引き続き行って欲しいと思い
ます。
②

スポーツを楽しむ心の育成

・スポーツとの関わりには、する、見る、応援する、といったいろいろな関係があり得
ます。学齢期には、運動をするための基礎的な知識や技術を習得し、生涯にわたって親
しめる素地を育成することが重要です。体育の授業、部活動、昼休みなどでの活動、学
校外での自主的な運動などを通して、自己の適性を見極め、仲間と運動する楽しみを享
受するなど、意欲的に取り組めるよう支援して欲しいと思います。
・特に幼児期での取組の推進、部活動支援に力を入れて欲しいと思います。
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評価委員からの意見

岩渕美克（日本大学法学部・同大学院教授）
全テーマ共通（すべてのテーマについて表記します。）
・本年度より自己評価の基準を、事業を行っていれば３、より肯定的な要素があれば４
以上、事業規模等が出来ていなければ２以下と変更されている。一つの分かりやすい基
準として評価することはできるが、その結果事業を行ったということによる３が多くな
っている。これでは事業を行うことが目的化していることになってしまわないだろう
か。より積極的な評価してもいいように思われる。
・他で評価しているのかもしれないが、事業費との関係も評価の重要な指標となるので
はないか。たとえば「手法の効率性」については、より低いコストで行うことが出来れ
ば効率的に事業を行えたということで高い評価を与えてもいいだろう。その意味で、事
業費との関連が、説明段階でも大幅に変更がある場合のみでなく、実績等で触れる必要
があるのではないか。
個別事業について
・所管課による評価コメントが、
「・・・必要があります。
」などの表記で、評価にはな
っていない。たとえば食育に関しては、食育の重要性は誰でも理解できるので事業を推
進することは必要であるが、教員の食育についての見識を深めることを行った結果とし
て、どのような成果や効果がみられたのか、などについての表記が必要ではなかったか。
・基礎体力等についても行事の実施や体力調査の実施、目標値の設定を定めることは重
要であるが、推測で構わないので、目標値がなぜ達成できたのかという分析がなければ
結果だけで成果や効果ということは言えないのではないか。偶然性を排除するような分
析があって成果や効果をコメントできるのではないだろうか。
・のちのテーマとも関連することではあるが、スポーツに親しむ心の育成は、ともすれ
ば運動能力の向上にばかり目が向いてしまい、たとえば武道を行うことの精神的な意味
合いなどの点が子供たちに浸透する効果などが見落とされがちになってしまう。こうし
た広い視点での評価をしてもいいのではないだろうか。
このようにして考えると、全体的に３よりも評価してもいいようなものが散見され
る。より自信を持って評価し、コメントを作成してもいいのではないかと感じた。
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評価委員からの意見

柴田彩千子（東京学芸大学教育学部准教授）
現在、長寿社会の裏側で「生活習慣病」が成人のみならず、児童・生徒にも多く見ら
れるようになり社会問題となっている。児童・生徒のうちから「食」を通じた「健やか
な体の育成」を意識することや、学校教職員が子どもの心身のバランスのために「給食」
を介した食育を実施することは重要であるものの、一般的にはなかなか「食」に関する
指導の充実化は図られていない。そのような中、港区では新規事業として今年度から、
学校給食の時間を、児童・生徒の一生涯に必要不可欠となる「食」に関する学習の時間
とするため、
「食育に関する事業」に取組み始め、食育を推進する「食育リーダー」を、
各校に校務分掌として位置づけたうえで、教員と栄養士が連携を図ることができる体制
が整備されたことは、大きな前進である。
また、栄養に関する学習の他、給食を生きた教材として捉えたうえで、食文化の学習
も進められている。ユネスコの無形文化遺産となった「和食文化」にも力を入れており、
丁寧に調理され、且つ安心・安全な給食を食して育つ児童・生徒への心身への影響は、
大変大きなものであろう。こうした取組について、保護者（家庭）にも学校通信等を介
してその様子を知らせたり、レシピを配布したりしているようではあるが、今後より児
童・生徒の家庭生活への好影響が図られるような工夫や、多忙な保護者が多い現代では
あるものの、多忙なりにも子どもの「食」を疎かにしないような機運が醸成されるよう
な取組を期待したい。
「基礎体力・運動能力の向上に関する事業」では、児童・生徒の意欲を高めるような
事業の設定や、コオーディネーショントレーニングを取り入れるなどの取組が行われて
いる。コオーディネーショントレーニングを先行実施した中学校における体力調査の結
果が良好であることから、このトレーニングの有用性を検証されたい。
「スポーツを楽しむ心の育成事業」では、学校の武道の授業や部活動の充実化が図ら
れた。部活動外部指導員 64 名の配置、武道の外部指導員 10 名の配置が行われたことに
より、児童・生徒に対する専門性の高い指導が行われたことは評価できる。こうした取
組は、教師の多忙化を軽減することにも繋がるものであろう。2020 年の東京オリンピ
ック・パラリンピックの開催に向けたスポーツ振興とともに、国際理解を進めるうえで
必要な日本の文化を理解するための教育事業として、港区では外部指導員を配置し、武
道が取り入れられていることが特色といえるであろう。
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評価委員からの意見

森嶋昭伸（日本体育大学児童スポーツ教育学部教授）
「健康な体づくり」と「スポーツを楽しむ心の育成」の事業は、重要な教育課題であり、
具体的な成果も上がっていることがうかがえます。なお、両事業を総覧して、体づくり
やスポーツ愛好といった視点に比べて、心の健康やスポーツを通しての豊かな人間性の
育成という視点が若干弱いように思います。
１. 健康な体づくり
◇食育に関する事業
(1)食育の推進、(2)学校給食の充実、(3)学校給食における食育の推進の各事業は重
要な課題であり、食育リーダーの配置は画期的である。今後とも、各学校での保健主任
と食育リーダーとの連携協力、さらに区内全体でのネットワークの構築に努めてほし
い。なお現在、他地域では｢子どもの貧困問題｣に関連した食育への関心も見られるが、
今後、貴教育委員会としてもどのように対応するか検討の必要があるのではないかと考
える。
◇基礎体力・運動能力の向上に関する事業
(4)連合体育行事の実施、(5)一校一取組運動の実施、(6)コオーディネーショントレ
ーニングの推進、(7)体力調査の目標値の設定の各事業も具体的で、成果も上がってい
ると思われるので今後も推進してほしい。その際、前段でも述べたように、心の健康や
豊かな人間性の育成については、すでに行われていると思うが、より意識化した取組の
推進を期待する。例えば、(5)一校一取組運動の実施において、体づくりを通してどの
ような心づくりを進めるかについて各校で明確にしていけば、事業内容もさらに豊かに
なると考える。
２. スポーツを楽しむ心の育成
(1)部活動外部指導員を活用した部活動の実施、(2)専門性を高める安全に配慮した外
部指導員を活用した武道の実施、(3)オリンピック・パラリンピック教育の推進、(4)
幼児の体力増進の取組は、今後も必要な事業と考える。その際、安全への配慮と教育目
的の達成に向けた取組(体罰防止など)についての研修等の充実が必要と考える。
(3)の事業については、特に、オリンピック精神やパラリンピックの意義等に目を向け、
道徳教育との関連も図り、豊かな人間性の育成に意を用いてほしい。また、推進校の研
究成果を広げるとともに、今後の推進校に対して豊かな人間性の育成等の視点の重要性
を喚起してほしい。(4)の事業は先進的と考える。なお、所管が違うかも知れないが、
保育所等における体力増進などとの連携も今後必要になると考える。
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今後の取組の方向性
＜健やかな体の育成＞
心身の健康保持・増進のためには、子ども自身が心身の成長についての正しい知識を習得
し、実践的な判断力や行動力を選択する力を養うとともに、食育の充実により、健全な食生
活の定着を図ることが大切です。また、子どもの頃からスポーツ活動に親しむことは、子ど
もの体力・運動能力の向上を図るとともに、生涯を通じて楽しみながらスポーツに取り組め
る意識の向上や運動習慣の確立につながります。
食に関する取組や子どものスポーツに対する興味・関心及び体力・運動能力の向上を目指
した取組をより充実させます。
１． 健康な体づくり
(１)食育に関する事業
各学校では、教員や栄養士が食育リーダーとなり、食に関する年間指導計画を作成し、
食事の重要性や心身の健康、食文化についての学校の教育活動全般を通して食育を進めて
います。
今後は、給食を通じて、子どもに和食の文化を意識させるなどの取組を充実させるとと
もに、各学校における年間３回程度献立に取り入れている「和食文化や郷土料理」
「地産地
消を意識した料理」等の食育推進献立を各学校と情報共有することで、学校給食の充実を
図ります。
さらに、各園校のホームページに、食に関する情報(給食のメニューやレシピ、給食だよ
り等)を定期的に掲載し、保護者や地域の方へ様々な情報発信を行うことで、学校と家庭・
地域がより強固に連携した食育の推進に努めます。
(２)基礎体力・運動能力の向上
現在、連合体育行事の開催やコオーディネーショントレーニング等、子どもの体力・運
動能力の向上のための取組を行っています。
今後は、昨年度指定したコオーディネーショントレーニング推進校での実践事例を副校
園長研修会や研究主任会の機会に各学校に広め、子どもの体力向上を図るとともに、達成
感を味わわせることで自己肯定感を高めていきます。
２．スポーツを楽しむ心の育成
平成２８年度から全ての小・中学校で、オリンピック・パラリンピック教育を教育課程に
位置づけて様々な取組を実施しています。
今後は、オリンピアンやパラリンピアンからの実技指導や講話等、直接体験をする機会を
設ける予定です。こうした体験を通して、スポーツへの興味・関心はもとより、達成感や自
己肯定感及びフェアプレーの精神等についても学ぶことで、バランスのとれた心と体の育成
を行っていきます。
さらに、オリンピック・パラリンピック教育重点校である御成門中学校や小中一貫教育校
お台場学園港陽小学校・港陽中学校における実践を全校にひろめ、
「ボランティアマインドの
精神」や「おもてなしの心」の育成に努めていきます。
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学校の教育力の向上

授業風景

研修会

４

評価対象テーマに対する点検及び評価

テーマ２

学校の教育力の向上

評価表
① 教員の指導力向上
② 教員を支える体制の整備

評価委員からの意見
今後の取組の方向性
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種
別
港区基本計画
港区学校教育推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
62
85～86

平成 27 年度

２①教員の指導力向上

所管課

指導室

目
的

教員が子ども一人ひとりのよさを見取り、伸ばすことは、教育の根幹をなすも
のです。子どもたちの可能性を広げるとともに、個性を伸ばすため、教員一人ひ
とりの教育に関する識見を高め、指導力を向上させることを目指します。
学校教育に関する情報を校園長、副校園長、各主任に提供し、共有することによ
り、学校運営を支援します。

要

(１)研究パイロット校（園）、研究奨励校（園）の指定
校園名
区分
テーマ

内
主

(１)研究パイロット校（園）、研究奨励校（園）の指定
○２６・２７年度は、１園６校を指定
(２)区内の教員で組織する教育研究会での調査研究、個人及びグループによる
教員の自主研究の奨励
○個人研究奨励２つ、グループ研究奨励３グループの奨励
(３)学校運営に関する研修会、教育課題に関する研修会、教育指導に関する研
修会の開催
○のべ９０回の研修会を計画

容
施

(参加者数)
白金の丘学園
(２２０名)

パイロット

奨励

実

御成門小学校
(２５８名)

奨励

績

高輪台小学校
(１８３名)

奨励

港南小学校
(２３８名)
高松中学校
(１８３名)

奨励

高陵中学校
(６７名)

東京都言語
能力向上
拠点校

策

芝浦幼稚園
(１４０名)

奨励

【小中一貫教育】
「児童・生徒が意欲的に学ぶ小中一貫
教育カリキュラムの作成」
夢中になって遊ぶ
～いろいろな遊びを通して体力づく
りを図る～
主体的に学び、自分の思いや考えを適
切に表現する児童の育成
－説明的文章を読むことを通して－
「自分の考えをもって・伝えて・学び
合う」
子供を育てる授業デザインの工夫
よりよい人間関係が築ける児童の育
成
「学ぶ意欲を高め、確かな学力をはぐ
くむ学習活動の在り方」
～言語活動を通して、思考力・判断
力・表現力を育てる指導の工夫～
豊かな表現力と主体的な学びを身に
付ける指導の工夫
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発表日
平成 28 年
1 月 19 日(火)
平成 27 年
11 月 18 日(水)
平成 28 年
2 月 12 日(金)
平成 28 年
2 月 5 日(金)
平成 27 年
11 月 6 日(金)
平成 28 年
1 月 29 日(金)

平成 27 年
12 月 17 日(木)

実

(２)区内の教員で組織する教育研究会での調査研究、個人及びグループによる
教員の自主研究の奨励
【港区教員研究奨励】
個人研究奨励
・他者との信頼関係を築く幼児―関わりを心地よいと感じるまでの過程を追
って―（にじのはし幼稚園教員）
・お互いの意見を認め合い、多様なものの見方や考え方を育成する指導法の
工夫（御成門中学校教員）
グループ研究奨励
・幼児の心を開いて、心を育む―カムジーリズムメソッドを生かして音楽的
表現活動を楽しむ―（本村幼稚園教員）
・図形領域における自己肯定感を高める指導の工夫（港南小学校教員）
・くらしにみつけ くらしにいかす 理科学習～もう一度やってみよう
ためしてみよう～（青南小学校教員）

績

(３)学校運営に関する研修会、教育課題に関する研修会、教育指導に関する研
修会の開催
【学校運営に関する研修会】
・副校園長研修会 ・主幹教諭研修会 ・主任教諭研修会 ・教務主任会
・生活指導主任会 ・保健主任会 ・研究主任会
・進路指導主任会（キャリア教育担当者会）
【教育課題研修会】
・人権教育研修会 ・人権教育推進委員会 ・ICT 活用教育担当者会
・特別支援教育担当者会 ・国際科担当者会
・幼・小中一貫教育コーディネーター連絡会
【教育指導の研修会】
・初任者・新規採用者研修 ・期限付任用教員任用時研修会
・２年次教員研修会 ・３年次教員研修会 ・10 年経験者研修
・安全教育研修会
・体罰防止研修会
事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度

事 業 費

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

当 初
予算額

一般
財源

16,406
12,301
12,433

14,838
11,221
11,195

国庫支出金
都支出金
基 金

1,568
1,080
1,238
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その他

流用

△50
△13

補正

決算状況
予算現額

16,356
12,288
12,433

決算額

14,587
11,505

執 行
率（%）

89.2
93.6

効果・成果

(１)研究パイロット校（園）、研究奨励校（園）の指定
○質問事項「先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思いますか」
について肯定的に評価する研究パイロット校、研究奨励校の小学校６学年及
び中学校３学年の割合(学校教育推進計画Ｐ６２)
２７年度目標
２７年度実績
小６ ７９％
小６ ７９％
中３ ７３％
中３ ７４％
(２)区内の教員で組織する教育研究会での調査研究、個人及びグループによる
教員の自主研究の奨励
○港区教員研究報告会を開催し、各園校の代表者約６０名の教員が参加しまし
た。参加者が、各園校での還元研修を実施することで、研究方法について学
ぶとともに、多様な教育課題に対する理解と認識を深めることで、教員の指
導力向上を図ることにつながりました。
○港区教員研究の研究報告書を作成し、港区立幼稚園・小中学校に配布して研
究内容を教員を周知することで、教員の指導力向上を高めることに資すこと
ができました。
(３)学校運営に関する研修会、教育課題に関する研修会、教育指導に関する研
修会の開催
○研究を通して、多様な教育課題に対する理解と認識を深め、各学校において、
教員が課題の解決を図ることができました。
○各種主任会や研修会を通して、主幹教諭や主任教諭等の職層の意識を高める
ことができたほか、いじめ問題や体罰防止など喫緊の教育課題等に正対した
研修を実施することで、教員の資質能力を高めることができました。

項
目
事業目的の適合性

評価

３

所管課による自己評価の内容

事業の効果性

３

手法の効率性

３

区が実施する妥当性

４

事務継続の必要性

３

※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
教職員の資質向上を図るとともに、幼稚園・小中学校の
教育水準の向上に寄与しており、当初の目的に即してい
ます。
研修を通して教員の指導力が向上してきています。ま
た、研修の成果を自校で伝達することで、質の高い教育
活動が展開されています。
講師を招聘することで、質の高い講義を受けることがあ
りますが、回数について効率化を図ります。
本区あるいは各園・学校の教育課題を解決するための事
業であるため、教育委員会が主体となって事業を実施す
る必要があります。
教職員の資質の向上への支援は、区として重要な役割で
す。教員の資質向上をめざし、高いレベルでの教育活動
を維持・向上していくためには、今後も現在の事業を継
続します。

拡充
継続
縮小
廃止
時代のニーズに応じた教育を推進するためには、その時代の
教育課題に正対した研修が必要です。今後も学校の主体性を
伸ばしながら研修できる環境を整備していきます。
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種
別
港区基本計画
港区学校教育推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
63
77

88～89

平成 27 年度

２②教員を支える体制の整備

所管課

教育政策担当、指導室

目
的

教員が幼児・児童・生徒と向き合う時間を増やし、個に応じた指導を充実させ
るため、校務支援システムの導入により教員の事務作業の効率化を図ります。
また、保護者等との問題を早期に解決し、円滑な学校運営を図るため、弁護士
から指導・助言を受ける学校法律相談を実施します。
（１）校務支援システム導入による教員の事務作業の効率化
○校務支援システムの導入、校務支援システム活用研修の実施
○ＩＣＴ支援員の配置
○ヘルプデスクの設置

内

■校務支援システム
教員間の情報の共有化を図るとともに、児童・生徒の情報を一元管理することで
教材研究や成績処理等の事務の効率化を図るシステム

容
主

（２）学校法律相談の実施
※港法曹会に業務委託して実施
○校・園長は、問題が生じた場合、担当の弁護士に直接相談し、法律的な見解や
対応方法について指導・助言を受ける。
○校・園長を対象とした研修会を年１回実施

要
施
策
実

（１）校務支援システム導入による教員の事務作業の効率化
○校務支援システム導入後、活用研修及び情報セキュリティー研修を全小中学校
で実施
○ヘルプデスクでの各学校の課題調査及び分析
○週における「ＩＣＴを活用した分かる授業の実施率」３０％達成
○ＩＣＴ活用教育担当者会での事例紹介、操作演習等の実施
○各校へのＩＣＴ推進アシスタント派遣
○区研究奨励校におけるタブレット端末を活用した研究授業の実施

績

（２）学校法律相談
○平成２７年度相談件数 １７件
＜参考：過去５年間の実績＞
平成 22 年度
平成 23 年度
平成 24 年度
26
31
20

平成 25 年度
11

○研修会 平成２７年７月実施
参加者：３４人（幼稚園１０人、小学校１８人、中学校６人）
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平成 26 年度
6

事業費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度

当 初
予算額

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

958,907
579,226
369,144

国庫支出金
都支出金
基 金

一般
財源

958,907
579,226
369,144

そ
の
他

流
用

決算状況

補正

予算現額

△378,230
△115,214

580,677
464,012
365,904

決算額

562,636
453,313

―

執行率
（%）

96.9
97.7

―

効果・成果

（１）校務支援システム導入による教員の事務作業の効率化
○システム導入後、活用方法の研修を行ったことにより、教員の操作方法等につ
いての理解が深まり、業務の効率化につながっています。
○システム導入により、教材等が教員間で共有できる環境が整ったことに加えて
タブレット端末を導入したことにより、授業改善が進んでいます。その成果の
一つとして、小学校の９０％の教員が児童・生徒の学習の理解度が深まってい
ると感じています。
（２）学校法律相談
○平成２６年度に相談件数が落ち込んだため、港法曹会と協力し、学校に改めて
制度の周知を図るなど、相談することに対する心理的負担の軽減に努めまし
た。その結果、より制度が活発に利用されるようになり、平成２７年度は相談
件数が増加しました。
○研修会では、事例に基づく講義や意見交換を通じて、問題を未然に防ぐための
知識や問題解決力の向上が図られています。
○平成 28 年度から、指導・助言に基づく対応で解決に至らない場合、学校と保
護者等の面談に弁護士が同席し、法的な見解を保護者等に直接説明することで
相手の理解を促し、問題の解決を図る制度を開始しました。

項

目

評価

所管課による自己評価の内容

事業目的の適合性

３

事業の効果性

３

手法の効率性

３

区が実施する妥当性

３

事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に
評価

３

総合評価
所管課による
評価コメント

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
教員の子どもと向き合う時間の増加、学校運営の安
定化を図る当初目的に適合しています。
校務支援システムの導入による教員の事務作業の効
率化、学校法律相談の実施による学校に安心感及び
問題への迅速・的確な対応につながっています。
学校法律相談の利用方法や過去の相談事例等につい
て校・園長への周知に努めたことにより、相談件数
が増加しています。
教員の公務及び学校の安定的な運営を支援するた
め、区が実施すべき事業です。
教育の質の向上、多様化する苦情・要求等への的確
な対応のため、継続的に実施する必要があります。

拡充

継続

縮小

廃止

教員が一人一人の子どもに向き合う時間を増やし、
「徳・知・体」を育むために、本事業によって事務作
業の効率化及び学校運営の安定性の確保が必要です。
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評価委員からの意見

小松郁夫（流通経済大学社会学部教授）
① 教員の指導力向上
・活発に様々な研究・研修活動がされています。個人研究、学校単位の研究、区として
の研究、東京都の研修、国の研修などを体系的に学べるよう、各教員を奨励して欲しい
と思います。
・研究奨励校のそれぞれのテーマもタイムリーな内容です。今後は、ＨＰなどで、その
成果を積極的に発信して欲しいと思います。研究紀要などが発行されているようなら、
少なくとも希望者や興味ある人への公開も考えてはいかがでしょうか。
・「時代のニーズに応じた教育」の推進と共に、教員各層のニーズに対応した、きめ細
かい研修の提供が効果的だと思います。特に中堅層の指導力向上、ミドルリーダーとし
ての資質・能力の向上を期待します。
② 教員を支える体制の整備
・
「教員を支える体制の整備」とは、多忙化の解消と校務処理の合理化や効率化であり、
その結果として、子どもと向き合う時間の拡大、その質の向上を実現することであると
思います。
・ＩＣＴの活用に当たっては、教職員自身の活用力を向上させる事業を展開すると同時
に、活用のメリットを実感させる体験を提供することが重要と考えます。
・さらには、ＩＣＴ活用に際して、セキュリティー対策を着実に施すことを忘れてはな
らないでしょう。
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評価委員からの意見

岩渕美克（日本大学法学部・同大学院教授）
全テーマ共通（すべてのテーマについて表記します。）
・本年度より自己評価の基準を、事業を行っていれば３、より肯定的な要素があれば４
以上、事業規模等が出来ていなければ２以下と変更されている。一つの分かりやすい基
準として評価することはできるが、その結果事業を行ったということによる３が多くな
っている。これでは事業を行うことが目的化していることになってしまわないだろう
か。より積極的な評価してもいいように思われる。
・他で評価しているのかもしれないが、事業費との関係も評価の重要な指標となるので
はないか。たとえば「手法の効率性」については、より低いコストで行うことが出来れ
ば効率的に事業を行えたということで高い評価を与えてもいいだろう。その意味で、事
業費との関連が、説明段階でも大幅に変更がある場合のみでなく、実績等で触れる必要
があるのではないか。
個別事業について
・教員に関する指導、体制等の問題は、一朝一夕にできるものではなく大学等でも文科
省の指導により授業評価アンケートが義務付けられるなど、さまざまな試みが行われて
いる。しかしながら、その効果については、はなはだ心もとない結果しかないと言える
のではないだろうか。今回の事業には含まれていなかったが、こうした研修会などの開
催がどのように生徒たちにフィードバックされているのかが重要となる。そうでなけれ
ば、事業を行うことが目的化してしまうからである。実際に指導力は上昇していると思
われるが、それをどのように評価するかが課題となるのではないか。
・前述したことと関連すると、たとえば内容は定かでないが、法律相談件数の減少は教
員の指導力の向上の結果と分析できなくはない。逆に法律相談件数の増加は、体制が整
備された、事業が浸透した証ではあるものの、問題が不断なく起きているとの評価をす
ることもできる。こうした諸点をより詳細に分析できるのは、書類上の評価をするわれ
われではなく、現場の教職員と思われる。こうした声が反映できるような評価方法も検
討の余地があると思われる。
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評価委員からの意見

柴田彩千子（東京学芸大学教育学部准教授）
「教員の指導力向上」事業について、より良い教育環境をつくるため、教師にとって
の研鑽の場である研修会や、学校や教師の研究を奨励することは重要である。本事業の
平成 26 年度の予算額は 16,406 千円だったが、平成 28 年度は 12,433 千円に削減されて
いる。これは、港区の小中一貫校の取組によって、教員研修を小中で合同開催するよう
になったために、研修の実施回数が減少したためであるという。小学校と中学校の教員
の研修を合同実施することは、たとえば、
「中 1 ギャップ」に対応した学校の在り方を
それぞれの教師が共有したうえで、そのための対策を講じる場になるであろうし、特に
進路指導（キャリア教育）の研修会では、より長いスパンで個々の子どもに応じたキャ
リア指導が図られる可能性を有している。キャリア教育の面では、「学校支援地域本事
業の充実」と関連して、大企業の多い港区ならではの研修の在り方を模索できるのでは
ないだろうか。
教員の指導力向上を図る評価の指標として、児童・生徒を対象としたアンケート調査
の中で、「先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思いますか」といった質
問項目の結果に着眼している。この質問項目は、児童・生徒の自己肯定感の醸成につな
がる重要な項目であると思われることから、今後、この結果（数値）が大きく伸びるこ
とを期待したい。
「教員を支える体制の整備」事業では、教員が児童・生徒と向き合う時間を増やすた
めに「校務支援システム」が導入されている。ＩＣＴ教育を行うための機材は整備され
たものの、有効活用されていないといったことをよく耳にすることがあるが、港区では
システム導入後に活用方法の研修を実施したり、各校へＩＣＴ推進アシスタントを派遣
したりするなど、有効活用に向けた取組を実施している。その成果として、小学校の教
員の 9 割が児童の理解度が深まったと回答していることは、大きな成果であろう。
「学校法律相談」事業は、港法曹会への業務委託といった形態で行われている。法令
遵守の側面から、問題を未然に防止することは重要である一方で、極端に教育活動にお
ける自由度が矮小化されてしまうことがないようなさじ加減が重要であろう。また、保
護者はあくまでも教師とともに学校をつくる担い手であるので、保護者との対立を避け
る術は必要ではあるものの、保護者との連携を重視する取組も同様に推進されたい。
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評価委員からの意見

森嶋昭伸（日本体育大学児童スポーツ教育学部教授）
「教員の指導力向上」と「教員を支える体制の整備」の事業については、とても手厚
い施策がとられていると思います。しかし、すでに道徳科の創設による学習指導要領の
一部改訂が昨年(2015.3)行われ、今後は学習指導要領の全面改訂が予定される中、事業
の目的をより明確化したり、見直したりするなどの取組が全国的な課題と考えます。そ
の点を考慮した事業展開が必要になると思います。
１. 教員の指導力向上
(1)研究パイロット校(園)・研究奨励校(園)の指定、(2)教育研究会・教員の自主研究、
(3)学校運営・教育課題・教育指導に関する研修会の各事業について、参加者数が多い
ことは心強く思う。他方、その研修成果が各校・園に還元されているか(校内研修等の
実施)や、どう生かされているかを把握し、研究成果の普及・活用を図ることが重要と
考える。また、前段で述べたように、各事業の内容について、道徳教育や今後の教育内
容等の変化に目配りした見直しが必要と考える。今後は、現在のゲームブームやスマホ
の使用等の問題にもより対応した、教育活動や生活指導も視野に入れた対応が望まれ
る。
２. 教員を支える体制の整備
(1)校務支援システム導入、(2)学校法律相談の事業とも、とても有効かつ適切と考え
る。しかし、(2)に関連して、平成 26 年度の相談件数の低下や研修会の参加人数などか
ら見る限り、教職員の課題意識が若干希薄ではないかと危惧する。情報化の進展が急激
であり、かつ学校のコンプライアンスが問われる現在、研修内容、研修時期(夏季休業
中の活用)や研修形態(出前研修・校区別研修など)について、教職員の負担にも十分配
慮しつつ検討していくことが望まれる。
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今後の取組の方向性
＜学校の教育力の向上＞
学校の教育力の向上のため、教員の指導力のさらなる向上を図ることはもとより、教員一
人ひとりがより教育活動に専念できる環境を整備するよう努めていきます。
１．教員の指導力向上
現在、研究パイロット校(園)・研究奨励校(園)の指定や教員対象の様々な研修会等、教
員の指導力向上のための取組を行っています。
今後は、研究パイロット校、研究奨励校の研究成果を発信するにあたって、研究発表会
の開催や研究冊子の配布にとどまらず、ホームページに掲載することで、区内の教員が実
践事例を活用しやすくするとともに、保護者・地域に向けても広く情報提供を行っていき
ます。
また、教員対象の研修においては、学校マネジメント力やより高度な指導技術等、ミド
ルリーダーの育成に関する研修や喫緊の教育課題に対応した内容の研修を計画するなど、
教員のさらなる指導力の向上を図ります。

２．教員を支える体制の整備
(１)校務支援システム導入による教員の事務作業の効率化
平成２８年度から、全校に校務支援システムを導入し、教員の事務作業の効率化に努
めています。
今後は、各学校から校務支援システムの運用状況等について個別の聞き取りを行い、
効率的な運用方法については実践事例を他校へ周知していきます。

(２)学校法律相談の実施
現在、学校と保護者等との問題を早期に解決し、円滑な学校経営を図るために、学校
が弁護士から指導・助言を受けることができる学校法律相談や校長を対象とした研修会
を実施しています。
今後は、実際にあった法律相談の事例を蓄積し各学校と情報共有するとともに、校長
を対象とした研修会においては、校長のニーズを踏まえ、内容の充実を図ってまいりま
す。
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安全・安心で魅力ある教育環境の整備

特定天井工事中の写真

特定天井工事完了写真

防災訓練

４

評価対象テーマに対する点検及び評価

テーマ３

安全・安心で魅力ある教育環境の整備

評価表
① 安全・安心な教育環境の整備

評価委員からの意見
今後の取組の方向性
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港区学校教育推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

25
66
28

参照ページ
78
79

92～93

96

平成 27 年度

３①安全・安心な教育環境の整備

所管課

庶務課、学務課、学校施設担
当、生涯学習推進課、指導室

目
的

首都直下型地震や暴風雨などの自然災害に備えた、子どもが安全・安心で楽し
く過ごすことのできる施設を整備します。また、登下校を含めた学校生活におい
て、子どもを犯罪や事件、事故から守る取組を推進します。

内
容
主

１ 施設の整備
（１） 校舎・園舎等の耐震補強
（２） 特定天井（屋内運動場等の大規模な吊り天井）の耐震化
２ 主な防犯・防災・安全対策
（１）区立小学校の新入学児童及び私立小学校等の希望する児童への防犯ブザ
ーの配付（貸与）
（２）全区立小学校への民間警備員の配置（隣接幼稚園、中学校へは巡回警備）
（３）公私立幼稚園、区立小・中学校、放課ＧＯ→に在籍し、希望する保護者への不審
者情報等の緊急メール配信
（４）区立小学校の登下校時の、横断歩道（通学路）への誘導員の配置
（５）区立幼稚園、小・中学校での災害時行動用のマニュアル作成
（６）区立幼稚園、小・中学校での避難訓練の実施

要
施
策
実
績

１ 施設の整備
（１）校舎・園舎等の耐震補強
平成 21 年度までにすべての学校施設の耐震補強終了
（２）特定天井（屋内運動場等の大規模な吊り天井）の耐震化
東日本大震災後に改正された建築基準法に基づいて、平成 27 年度から
３年間で集中的に学校施設の特定天井の耐震化対策実施中
２ 主な防犯・防災・安全対策
（１）防犯ブザーの配付
年度
25 年度 26 年度 27 年度
配付数
1,445 個 1,625 個 1,846 個
（２）民間警備員の配置
常駐警備…全区立小学校 18 校
巡回警備…全区立幼稚園 12 園、区立中学校５校
（３） 緊急メール配信
年度
25 年度 26 年度
27 年度
登録件数 8,546 件 9,793 件 10,236 件
（４）登下校誘導
平成 27 年度は、全区立小学校 18 校で計 50 か所に誘導員を配置
（５）災害時行動用のマニュアル作成
全区立幼稚園、小・中学校で実施
（６）避難訓練の実施（地震・火災・不審者対応等）
教育課程に位置付け、全区立幼稚園、小・中学校で毎月実施
このうち、年１回は地域防災訓練として実施
(幼・小中合同で実施している園・学校あり)
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事 業 費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
一般
財源

当 初
予算額
平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

128,848
404,715
673,166

国庫支出
金
都支出金
基 金

128,848
379,358
673,166

そ の
他

流用

△425

25,357

△13,263

決算状況
補
正

予算現額

決算額

執 行
率（%）

128,423
391,452
673,166

105,833
378,143

82.4
96.6

効果・成果

○ 子どもを犯罪や事件、事故、自然災害から守る様々な取組は、事件・事故の
発生防止のみならず、危機発生時における学校の体制の整備や適切な対応の
徹底につながっており、安定的な学校運営を支えています。
○ 全幼稚園、小中学校の教育課程に、避難訓練（地域防災訓練）を位置付けて
います。これにより、各学校では毎月避難訓練を実施するとともに、年１回、
町会・自治会、警察、消防や区と連携した訓練に参加しています。
訓練に参加・参画することにより、児童・生徒に自助の精神が身につくとと
もに、中学生は訓練によって防災に関する知識や技術の習得ができ、災害時
における防災の担い手として、共助の意識が高まっています。
○ 特定天井の耐震化について、平成 27 年度改修完了の小学校（５校）の体育館
天井面地震荷重 16.20～36.36（kg/㎡）を 2.0 以下に改修、中学校（１校）の
体育館天井を膜化し、脱落時の人や物への衝撃を緩和し、安全性が向上して
います。
項
目
事業目的の適合性

評価

３
事業の効果性

所管課による自己評価の内容

３

手法の効率性

４

区が実施する妥当性

３
事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

３

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
子どもを犯罪や事件、事故から守る目的に適合し
ています。また、首都直下型地震等に備え、日常の
多くの時間を過ごしたり、災害時の避難所となる施
設を守る目的に適合しています。
防災、犯罪や事件、事故防止とともに、子どもや
保護者、避難者の安心感にもつながっています。
従前の天井を超軽量化天井に張替え、同時に照明
及びバスケットゴールなどの他の吊り物についても
耐震化し、安全性を効率的に向上させています。
登下校誘導は、シルバー人材センターに業務委託
することにより、効率的に地域の人材を活用した児
童の見守りを行っています。
子どもたちが安心して学校生活を送れるよう取り
組むこと、また大地震発生時に、避難者の生命を守
ることは区の責務であり妥当です。
子どもたちの安全・安心の確保のためには、継続
した取組が不可欠です。
特定天井の耐震化については、改修工事が完了す
る 29 年度（計画最終年度）までとします。

拡充
継続
縮小
廃止
区の責務として、安全・安心な教育環境の整備については
着実に実施していくことが必要です。各事業の実施にあたっ
ては、効果性や効率性等について常に実情を踏まえて十分に
精査していきます。
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評価委員からの意見

小松郁夫（流通経済大学社会学部教授）
① 安全・安心な教育環境の整備
・特定天井の耐震化については、可能な限り早急な実施を望みます。複数年度に渡らざ
るを得ないのは、やむを得ない部分もありますが、各年度内については、授業などでの
使用を考慮しつつも、できるだけ早い時期での工事の完了に努力すべきかと思います。
・事故や事件は突然に起こることもあります。対策に関わる訓練に当たっては、考え得
るあらゆることを想定して、時期、時間、方法などの有用性や効果性を考え、真剣に実
施することが重要と考えます。
・防災訓練などの実施に際しては、学校の場合は、児童・生徒と教職員共に毎年、メン
バーが替わることを重視して、訓練などがマンネリ化しないように配慮すべきです。回
数や時期、方法などを再度、検討してみてはどうでしょうか。
・事業費、執行率ともに向上しているのは、好ましい状況と判断されます。
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評価委員からの意見

岩渕美克（日本大学法学部・同大学院教授）
全テーマ共通（すべてのテーマについて表記します。）
・本年度より自己評価の基準を、事業を行っていれば３、より肯定的な要素があれば４
以上、事業規模等が出来ていなければ２以下と変更されている。一つの分かりやすい基
準として評価することはできるが、その結果事業を行ったということによる３が多くな
っている。これでは事業を行うことが目的化していることになってしまわないだろう
か。より積極的な評価してもいいように思われる。
・他で評価しているのかもしれないが、事業費との関係も評価の重要な指標となるので
はないか。たとえば「手法の効率性」については、より低いコストで行うことが出来れ
ば効率的に事業を行えたということで高い評価を与えてもいいだろう。その意味で、事
業費との関連が、説明段階でも大幅に変更がある場合のみでなく、実績等で触れる必要
があるのではないか。
個別事業について
・近年の関心事である安全・安心という言葉からは、やはり防災、防犯などの環境の整
備が重要となるだろう。その意味では、校舎などの耐震と共に、危機管理体制を整えそ
の訓練を行うことが重要となる。
今回の事業に含まれたさまざまな試みを、地道に、着実に持続していくことが何より
も重要となると思われ、それが持続していることを高く評価したい。したがって、
「３」
の評価は累積的に、４にも５にもなる評価であるので、単年度での評価にコメントする
ことは適切ではないかと考える。
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評価委員からの意見

柴田彩千子（東京学芸大学教育学部准教授）
子どもを災害、事故、犯罪、事件から守り、子どもの「安全・安心な教育環境の整備」
事業は、基本的で且つ最重要の課題である。そのために、校舎・園舎の耐震補強、防犯
ブザーの配布、民間警備員の配置、緊急メール配信、登下校の誘導、避難訓練の実施な
どが行われている。
特に予算を手厚く充当して行われている事業として、園舎・校舎の耐震補強や、平成
27 年度から３年間、集中的に学校施設の特定天井の耐震化対策が講じられている最中
である。また、照明器具やバスケットゴールなどの吊り物についても耐震化が図られ、
災害時には防災頭巾などを使用して行う避難訓練によって「自助」の能力を育み、これ
と合わせて、「公助」による環境整備が進んでいることは、保護者にとっての安心感に
繋がっている。また、地域住民（町会・自治会など）と連携して実施する防災訓練は、
災害時の「共助」の体制をつくることに繋がるものであるので、次年度以降も継続され
たい。港区では幼・小中一貫教育が進められているので、災害に備えた「共助」の体制
をつくる際にも、中学生が主体となって小学生や支援を要する地域住民の世話をする体
制をつくることも是非実施されたい。
子どもを犯罪・事故から守るための防犯ブザーの配布数が、平成 25 年度から毎年増
加している。とりわけ小学生（低学年）が、防犯ブザーを必要な時に適切に使用できる
ような練習を、定期的に（たとえばホームルーム時など）に行うなどして、子どもの自
助の意識を喚起させる取組が求められる。
民間警備員の配置や、登下校時の通学路への誘導員の配置は、港区ならではの取組と
いえよう。子どもが犯罪に巻き込まれる時間帯で最も多いのは、登下校時である。それ
ゆえに、地域によっては、登下校時の見守り活動に予算を充当できないため、登下校の
通学路に保護者が輪番制で立ち、自主的な見守り活動を実施している所もある。こうし
た取組を、区の事業として実施していることは、保護者にとっての大きな安心感につな
がるものであろう。登下校時の通学路への誘導員は、シルバー人材センターに業務委託
しており、地域の高齢者が子どもの見守り活動を実施している。このような高齢者が本
事業に関与することを通じて、彼らのなかに、地域の子どもを見守るマインドが醸成さ
れ、本事業以外の時間帯にも、子どもを地域ぐるみで守ろうとする機運が高まっていく
ことを期待したい。
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評価委員からの意見

森嶋昭伸（日本体育大学児童スポーツ教育学部教授）
「施設の整備」と「主な防犯・防災・安全対策」の諸事業について、着実に推進され
ていることがうかがえます。この事業については、不断に問題意識をもって取組を進め
ていくことが肝要です。その際、幼児・児童・生徒の意識を高めていくことも重要であ
り、そのことを視野に入れて、教職員や保護者等の意識を高めることが必要と考えます。
１.

施設の整備

(1)校舎・園舎等の耐震補強、(2)特定天井の耐震化の事業は、今後とも必要と考える。
そうした取組について、保護者・児童生徒を含め区民に周知しているとは思いますが、
「公助」の重要性とそのために行政が努力していることを広報・周知することは、区民
の安全・安心に対する意識を高めることにもつながるので、今後も積極的に進めてほし
い。
２.

主な防犯・防災・安全対策

(1)防犯ブザーの配付、(2)民間警備員の配置、(3)不審者情報等の緊急メール配信、
(4)通学路への誘導員の配置、(5)災害時行動用のマニュアル作成、(6)避難訓練の実施
の事業とも、とても手厚い取組が行われていると評価する。それと同時に、地域による
「共助」や、子ども達自身の「自助」の意識や実践を高める取組の推進が、今後さらに
重要になると考える。
「共助」については、町会・自治会、警察・消防等と連携した取組はとてもよいと評
価する。なお、地域での子どもたちの見守りをより進めるためには、教育委員会以外の
他の部署とも連携した取組の推進が重要であろう。
また、避難訓練を幼・小中合同で実施している実践は、子ども達の自助意識、教職員・
保護者・地域住民等を含めた大人達の安全・安心への意識や関心を高めるうえで、とて
も有効な取組と評価する。こうした取組についての情報も発信し、各地域がそれぞれの
実情に応じて自分たちの地域の取組を工夫していくことが必要と考える。
なお、現在のポケモンブームは急速であり、子どもに与える影響は大きいと思う。そ
れについて、家庭や学校の悩みや対応を交流し合い、児童生徒の生活指導の充実に生か
すことが望まれる。
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今後の取組の方向性
＜安全・安心で魅力ある教育環境の整備＞
防災や防犯など、子どもたちが安全・安心で楽しい生活を送るためには、学校施設環境の
整備や避難訓練等に着実かつ継続的に取り組んでいく必要があります。
東日本大震災や熊本地震等の自然災害や子どもたちをめぐる事件、事故などを教訓とし、
引き続き行政や学校、保護者や地域とともに子どもたちの命を守る取組を推進します。
１

施設の整備

（１） 校舎・園舎等の耐震補強
学校等施設の耐震補強は、平成 21 年度までに完了していますが、法に基づく定期点検及
び区が任意に定めた安全総点検を継続的に実施するなど、今後も継続して実施し予防保全
に努めます。
（２） 特定天井（屋内運動場等の大規模な吊り天井）の耐震化
平成 27 年度から 3 か年計画で集中的に安全な超軽量天井に改修しています。同時に、ぶ
どう棚及びバスケットゴールなどの非構造部材の耐震化をはかるとともに、付帯設備も耐
震化と更新を実施しています。対象校の平成 29 年度中の対策完了に努めてまいります。
２

主な防犯・防災・安全対策

（１） 防犯ブザーの配布
通学路等における安全確保のために、今後も引き続き新入学児童及び希望する児童・生
徒に防犯ブザーを配布します。
（２） 民間警備員の配置
不審者の侵入や犯罪行為の未然防止を図るため、引き続き全区立小学校に警備員を配置
し、隣接する幼稚園、中学校へは巡回警備を行うなど安全対策の充実を図っていきます。
（３）緊急メール配信
保護者の職業が多様化し、急速に普及する PC やスマートフォンを活用した電子媒体に
よる情報配信のニーズは今後一層高まると考えており、子どもたちの安全確保のため、引
き続き配信を希望する保護者へ緊急時に不審者情報等を配信していきます。
（４）登下校誘導
港区内における交通量の多さや全国で相次ぐ登下校時の事故等により、今後も誘導員を
危険箇所に配置することが必要です。各学校の誘導箇所の状況を把握し、様々な事故発生
を想定したうえで、児童の安全確保のために必要な誘導箇所に効果的に配置していきます。
（５）避難訓練の実施(地震・火災・不審者対応等)
発達段階を踏まえた上で、幼児・児童・生徒に対して、自ら危険を予測し、地域の安全・
安心を支える自助・共助の資質・能力を継続的に育成する必要があります。今後は、各園
校で実施している避難訓練において、様々な災害発生時を想定し、時間や場所、訓練方法等、
様々な設定を考え、計画していきます。
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４

評価対象テーマに対する点検及び評価

テーマ４

だれでも学べる機会の充実

評価表
① ICT を活用した生涯学習事業の推進
② 生涯学習情報の充実

評価委員からの意見
今後の取組の方向性
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種
別
港区基本計画
港区生涯学習推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業 平成 27 年度
４①ＩＣＴを活用した生涯学習事業
事業名
の推進

年度版
27～29
27～32
28

所管課

参照ページ
271
37
108
生涯学習推進課

目
的
内
容
主
要

区や社会教育関係団体が実施する講座、講習、講演会等を動画撮影し、港区の
ホームページや港区立生涯学習センターのホームページ上で配信することによ
り、生涯学習に関する情報を効率的に発信し、参加していない人等の生涯学習の
機会を充実させるとともに、その活動の促進を図ることを目的とします。
＜動画配信＞
いつでも、どこでも、だれでも学べる環境を整え、一人ひとりの生涯学習の機
会を充実させます。
（対象とする講座等）
・区又は区の関連団体が実施するもの
・区内の大学又は企業等が実施するもので、当該大学等が区による配信を了承
したもの
・区に登録のある社会教育関係団体が提供するもの
（閲覧方法）
港区のホームページの動画配信(広報番組)から閲覧できます。また、港区立生
涯学習センターのホームページからも閲覧できます。
（選定から配信までの流れ）
撮影する講座等の検討／講座等の主催者及び講師の同意を得て決定／撮影／
編集・校正／配信
（その他）
著作権に留意し、講師の許可する範囲で配信します。

施

平成 27 年度から開始した新規事業であり、年間製作数６作品を目標に撮影を
開始しました。作品のテーマは、生涯学習の５分野(教養・趣味・スポーツ・家
庭生活・社会生活)から選び、６作品としています。平成 27 年度末において、６
作品全ての製作が完了し、配信済みです。
【Ｈ28.3.31 現在】

策

講座タイトル等

実
績

講座開催日

分野

配信時期

閲覧数

第１回国際理解講演会「戦後 70 年 歴史和解への道」
於:生涯学習センター 主催:港ユネスコ協会

H27.6.26

教養

H27.8.6

1,150

だれでもわかる株式投資の基礎知識(１)(２)
於:生涯学習センター 主催:生涯学習センター

H27.7.27

趣味

H27.9.30

やっぱり明治は面白い～近代化の風と庶民の生活
「近代広告の幕開け 時代を先取りした男たち」
於:生涯学習センター 主催:生涯学習センター

H27.9.23

教養

H27.12.4

539

防災ママカフェ＠港区～子どものいのちを守れる保護者
になろう！
於:みなと保健所大会議室
主催:港区立子ども家庭支援センター

H27.10.2

家庭生活

H28.3.28

96

気候変動時代の水害と水不足
於:麻布区民センター 主催:港ユネスコ協会

H27.12.9

社会生活

いざメダルへ！セブンズラグビーを語る
於:麻布区民センター
主催:公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会
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(1)823
(2)628

54
H28.3.30

H27.12.21

スポーツ
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事 業 費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
当 初
予算額

一般
財源

国庫支出金
都支出金
基 金

その他

流用

補正

決算状況
予算現額

決算額

執行率
（%）

平成 26 年度
平成 27 年度

600

600

平成 28 年度

846

846

84

684

683

99.9

効果・成果

平成 27 年度に配信した作品の閲覧数から、講座に参加していない人への学習
の機会につながったと考えられます。
平成 28 年度もそれぞれの分野から関心が高いと思われるものを選択し、教材
としての価値が高まるようテロップなどを入れて編集し、学びの充実につなげて
いく予定です。
また、平成 27 年度に配信した作品も引き続き閲覧可能とし、年度を追うごと
に作品数を蓄積することで、区民の生涯学習の機会やメニューの拡大につなげて
まいります。
項
目
事業目的の適合性

評価

４
事業の効果性

３
所管課による自己評価の内容

手法の効率性

４

区が実施する妥当性

３
事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

４

所管課による自己評価
評価の理由･コメント

当初の目標閲覧数 100 を大きく上回り、５～
10 倍の閲覧数となっている講座もあり、生涯
学習の機会をより多くの人に提供していま
す。
関心の多い分野を動画配信することで、区民
の学習意欲が向上し、生涯学習活動の促進に
つながっています。
当初予定していた生涯学習センターのホーム
ページだけでなく、動画撮影を事業者と調整
することで港区のホームページからも閲覧可
能にできたことから、閲覧数の増加につなが
りました。
動画撮影し、配信する内容は、区や区に登録
のある社会教育関係団体等が実施する講座・
講演会という公共性の高いものであることか
ら、区が実施するのは妥当です。
平成 27 年度の動画配信ページへの閲覧数か
ら、非常に多くの需要があります。今後も社
会を取り巻く状況を踏まえた講座等を配信す
ることで、更なる需要が見込まれます。
拡充

継続

縮小

廃止

今後は、区内企業や大学とも連携し、配信する講座
の充実に努めてまいります。また、テロップや手話通
訳等を取り入れて、聴覚障害を持っている方でも利用
できるよう、学べる環境のさらなる充実を図ります。
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種
別
港区基本計画
港区生涯学習推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
270
37
103

112～113

114

平成 27 年度

４②生涯学習情報の充実

所管課

生涯学習推進課

目
的

いつでも学びたい時に学び始めることができるよう、だれでも学べる機会の充
実を図るとともに、一人ひとりの学習活動が継続できるよう支援します。

内
容

主
要
施
策

実
績

１ 生涯学習情報一覧
（１）生涯学習情報ファイル
生涯学習に関する区や区の関係団体が開催する講座、講演会等のイベント
情報を集約し、区ホームページへ掲載しています。また、区有施設にファイ
ルを設置しています。
（２）生涯学習講座提供事業まなび屋（以下「まなび屋」という。）
知識や技能を身につけた区民等が講師登録し、区民に講座を提供していま
す。（区ホームページにも講座情報等を掲載しています。）
（３）生涯学習出前講座（以下「出前講座」という。）
学習会等に区職員を講師として派遣し、区政の取組を説明しています。
（区
ホームページにも講座情報等を掲載しています。）
２ 港区立生涯学習センター１階に設置している学習情報ルーム（以下「学習情
報ルーム」という。）での生涯学習情報の提供
（１）学習情報ルームでは、区や関係団体の事業に限らず、大学や NPO 等が提供
する生涯学習の情報を収集して、来館者に情報提供しています。
（２）学習情報ルームでは、社会教育関係団体の活動紹介を取りまとめ、ジャン
ル別に掲示し、入会希望者や興味のある方に社会教育関係団体の連絡先等を
情報提供しています。
１ 生涯学習情報一覧
（１）生涯学習情報ファイル
区有施設等 20 か所に設置しています。
（２）まなび屋
平成 27 年度は、広報番組のクイックジャーナルや広報紙で積極的な周知活
動を行いました。
平成 27 年度の講座利用実績 123 件
平成 27 年度の講座登録数
57 件
（３）出前講座
平成 27 年度は、パンフレットで、講座内で英語対応（通訳、教材の翻訳等）
ができる旨の積極的な周知を行いました。
２ 学習情報ルームでの生涯学習情報の提供
（１）平成 27 年度は、大学や NPO 等が提供する生涯学習の情報をより幅広く収
集（公開講座等の案内）し、生涯学習の情報の充実を図りました。
（２）学習情報ルームにおける社会教育関係団体の連絡先等の情報提供希望数
平成 27 年度 172 件
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事 業 費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
当 初
予算額

一般
財源

平成 26 年度
平成 27 年度

449
167

449
167

平成 28 年度

161

161

国庫支出金
都支出金
基 金

その他

流用

補正

決算状況
予算現額

449
167
161

決算額

260
159

執 行
率（%）

57.9
95.2

効果・成果

１

生涯学習情報一覧
多くの方に生涯学習情報（生涯学習ファイル、まなび屋及び出前講座）を提
供し活用していただくことで、区民の学びの充実につながっています。

２

学習情報ルームでの生涯学習情報の提供
社会教育関係団体の情報を広く提供することで、学びたいと思っている区民
が、社会教育関係団体の活動に参加する機会となっています。

項
目
事業目的の適合性

評価

３

所管課による自己評価の内容

事業の効果性

３
手法の効率性

３

区が実施する妥当性

３
事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

３

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
港区生涯学習に関する基礎調査（以下「基礎調査」
という。）により、生涯学習を行いたいという在住者
回答が多く確認されていることから、区民の要望と
事業の目的は一致しています。
生涯学習情報を提供することで、区民の学習意欲が
向上し、生涯学習活動の促進につながると考えられ
ます。
生涯学習情報を収集し、ホームページ等で生涯学習
情報を一元的に提供することは、非常に効率的です。
生涯学習情報の提供、学習会や研修会への区職員や
ボランティア講師派遣など、実施事業について公益
性が十分にあります。
今後もより充実した生涯学習情報に対する区民ニー
ズが見込まれるため、積極的に情報を集約し、事業
を継続する必要があります。また、内容だけでなく、
周知方法等の工夫が必要です。

拡充
継続
縮小
廃止
事業の周知や活用の工夫及び改善に取り組み、充実を図るこ
とで、区民のニーズに対応したより多くの学習活動の機会を
提供することが可能となります。今後もより多くの方に情報
を提供し活用していただくため継続が必要です。
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評価委員からの意見

小松郁夫（流通経済大学社会学部教授）
① ＩＣＴを活用した生涯学習事業の推進
・ＩＣＴを活用して生涯学習をするというのは、現代にふさわしい「いつでも、どこで
も、だれでも」が気軽に参加できる方法です。ＩＣＴが身近になってこの時期を捉えて、
平成 27 年度から新規に実施したことは、非常に高く評価できます。いくつかの講座を
実際に視聴してみましたが、映像、音声とも、比較的親しみやすくて、好感が持てまし
た。
・競合する類似の動画があるので、そのように棲み分けるか、港区に関連した番組を特
に重点的に製作するなどの工夫も必要と思います。
・費用対効果を少しずつ検証し、広報などにもさらに工夫をして欲しいと思います。
・区内の企業や大学などとの連携もさらに強化し、質の高い番組を提供して欲しいと思
います。まだまだ認知度が低いと思われるので、ＰＲにも力を入れて欲しいと思います。
② 生涯学習情報の充実
・生涯学習に関する資料や情報がだんだん豊富に整備されてきました。特に紙媒体だけ
でなく、情報環境の変貌を意識して、多様化してきているのは評価できます。
・ＨＰ等では、やや堅苦しい感じもしますが、親しみやすく、内容も豊富な物へと、徐々
に進化していって欲しいと思います。

42

評価委員からの意見

岩渕美克（日本大学法学部・同大学院教授）
全テーマ共通（すべてのテーマについて表記します。）
・本年度より自己評価の基準を、事業を行っていれば３、より肯定的な要素があれば４
以上、事業規模等が出来ていなければ２以下と変更されている。一つの分かりやすい基
準として評価することはできるが、その結果事業を行ったということによる３が多くな
っている。これでは事業を行うことが目的化していることになってしまわないだろう
か。より積極的な評価してもいいように思われる。
・他で評価しているのかもしれないが、事業費との関係も評価の重要な指標となるので
はないか。たとえば「手法の効率性」については、より低いコストで行うことが出来れ
ば効率的に事業を行えたということで高い評価を与えてもいいだろう。その意味で、事
業費との関連が、説明段階でも大幅に変更がある場合のみでなく、実績等で触れる必要
があるのではないか。
個別事業について
・このテーマについても、区民の関心は低くはないものと考える。たとえば大学等にお
けるいわゆる教養講座などの関心は高く、キャリアアップを図る若者や、とりわけ高齢
者の方々の関心が高いと承知している。その意味で、ターゲットごとの学習機会の提供
について、総合的に判断することが重要になると思われる。デジタルデバイドの存在も
言われなくなった現代においては、ＩＣＴなどは一つの手段としての有効性や可能性を
感じさせるツールである。これを活用する方向性は正しいと思われるので、より一層の
展開を期待したい。
・機会の提供に限って言えば、これらも浸透するまでには一定程度の期間が必要とされ
るものであるから、単年度の評価についてコメントすることは難しい。強いて挙げれば、
評価基準がどうしても閲覧数などの客観的な数字でしか評価しにくいものであるので、
このあたりも検討の余地があるかもしれない。分野における前年度比などの統計的なデ
ータが必要となるが、こうしたデータもまだ十分にはそろっていないであろうから、今
後は様々な観点から評価することがいいだろう。もう少し評価が高くてもいいように思
う。
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評価委員からの意見

柴田彩千子（東京学芸大学教育学部准教授）
「ＩＣＴを活用した生涯学習事業の推進」事業は、新規事業として平成 27 年度から
スタートした。区や社会教育関係団体が実施する講座や講演会等を動画撮影し、区のホ
ームページ上で配信することにより、講座や講演会等の会場に足を運ぶことのできなか
った者にも、広く学びの機会を提供できるようになった。本事業は、人々が、いつでも、
どこでも、だれでも学べる環境を支援する事業として位置づけられるものである。
実際の閲覧数は目標数値を大きく上回るものであり、生涯学習センター等の生涯学習
施設を利用したことのない人々が多く閲覧しているように思う。そこで、こうした閲覧
者を、生涯学習施設で開催される関連講座に呼び込むための仕掛け（たとえば、関連テ
ーマの講座の案内を掲載する。
）を行ってはどうだろうか。その一方で、
「防災ママカフ
ェ＠港区」のように、地域コミュニティをベースとしたテーマ性の学びの機会では、学
習者同士が実際の交流を図り、学びあう関係性を構築できるように支援することも、今
後の事業の方向性として考えられるであろう。
今後は配信する講座の充実や、テロップや手話通訳を入れて聴覚障害を持っている方
にも利用できるように、本事業を充実化していくとのことであるが、特に障害を有して
いる方への支援は、マイノリティの人々の学習権を保障するという意味からも、行政に
は手厚い取組を期待したい。
「生涯学習情報の充実」に関する事業では、区のホームページにおける「生涯学習情
報」の掲載を実施している。平成 27 年度からは、大学やＮＰＯ等が提供する生涯学習
情報をより幅広く収集し、区民に対しての情報提供の内容が充実した。行政の情報収集
力を活かした事業である。実際のホームページにも、各種の講座・講演会等の情報が「生
涯学習情報」という名称で掲載されているが、より掲載情報の内容にアクセスしやすい
ようなネーミングを工夫してみてはいかがであろうか。
「まなび屋」の事業では、知識や技能を有している区民が講師を務める講座を提供し
ている。区民同士の学びの循環を促す事業である。講師を務める区民にとっては、本事
業が「学びの成果を適切に活かす場」としての意味を有している。「まなび屋」に登録
する区民を、生涯学習施設等で開催する養成講座や、関連機関（大学等）で実施してい
る社会教育の支援者の養成講座等と連携したうえで募ってみることも行ってみてはい
かがであろうか。
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評価委員からの意見

森嶋昭伸（日本体育大学児童スポーツ教育学部教授）
「ＩＣＴを活用した生涯学習事業の推進」と「生涯学習情報の充実」の事業について
は、現在の情報社会にあってその推進が重要と考えます。他方、だれでも学び、かつ教
え合う機会の充実という観点から、デジタル情報と同時にアナログ的な情報、たとえば、
徒歩等による地域探訪(文化財や史跡巡りなど)の推進や、区職員だけでなく学校内外の
人材(学校長や専門的な教員、あるいは学校医や栄養士等の人材)を活用していくこと
は、学びの循環を進め、生涯学習を推進することにつながると考えます。
１. ＩＣＴを活用した生涯学習事業の推進
27 年度からの開始事業であり、今後さらに充実していくことが期待される。その際、
子どもや保護者、高齢者を含めた地域の声を反映していくことが望まれる。また、教職
員も時間的な余裕のある範囲内で、その取組に参加していけば、学校内外において生涯
学習への意欲も高まっていくと考える。
２. 生涯学習情報の充実
ホームページなどデジタル面での充実はよくわかる。他方、おそらく実施されている
と思うが、区の広報誌や区内の掲示板、図書館や学校等も含めた区有施設、さらには民
間施設等での掲示などの広報も有効であると思う。
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今後の取組の方向性
＜だれでも学べる機会の充実＞
だれでも学べる機会の充実は、現在の情報社会にあってその推進が重要と考えています。
今後は、ホームページなどのデジタル情報を充実させるだけでなく、従来通りのアナログ的
な情報（紙による情報等）も拡充させ、学びの循環を進め、生涯学習を推進することが重要
と考えます。
１．ＩＣＴを活用した生涯学習事業の推進
講座等を動画配信することで、いつでも、どこでも学習できる機会を提供してきました。
今後は、テロップの充実や手話通訳を取り入れることにより、高齢者や障害者など、だれ
でも学べる環境を整備していきます。さらに、子どもや青少年、成人、高齢者のそれぞれの
年代や階層のニーズに応えるため、生涯学習の５分野(教養・趣味・スポーツ・家庭生活・社
会生活)から講座を選択する際に、防災関連のものや親子関連のものなど生活に密接した内容
の講座も選択し、日常生活に実際に役立てるようなメニューを充実していきます。また、区
内企業や大学との連携を積極的に行い、質を高めてまいります。
時間の制約等により講座に参加できない人に講座を閲覧してもらうことを目的に動画配信
を始めましたが、動画配信の閲覧状況から、生涯学習センター等を利用したことのない人が
多く閲覧していることがわかりました。閲覧をきっかけに、これらの人々の生涯学習がさら
に深まるよう、配信した講座に関連する類似の講座情報を提供できるような編集方法を検討
します。
港区ホームページでは新たに動画をアップした際に新着情報欄へも掲載し、港区立生涯学
習センターホームページではトップページに動画を掲載しています。さらなる利用拡大や認
知度を高めるために周知方法を工夫していきます。
２．生涯学習情報の充実
いつでも学びたい時に学び始めることができるよう、だれでも学べる機会の充実を図ると
ともに、一人ひとりの学習活動が継続できるよう支援しています。
今後は、生涯学習情報を案内するホームページをより見やすくすることや、「生涯学習情
報一覧」の名称を親しみのある名称にする（又はよりイメージしやすいキーワードを入れる
等）ことで、区民等が生涯学習情報によりアクセスしやすくできるようにしていきます。ま
た、生涯学習情報の区有施設での周知についても掲示の仕方を工夫するなど拡充して実施し
ていきます。
まなび屋の講師募集については、広報みなとで周知を行うことや社会教育関係団体に周知
を行うなど、様々な角度から講師を募集していきます。
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４

評価対象テーマに対する点検及び評価

テーマ５

2020 年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会等に向けた気運醸成の取組の推進

評価表
① オリンピアン等のスポーツ教室の実施
② 国際大会のパブリック・ビューイングの実施
③ ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施

評価委員からの意見
今後の取組の方向性

47

種
別
港区基本計画
港区スポーツ推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業 平成 27 年度
５①オリンピアン等のスポーツ教室
事業名
の実施

年度版
27～29
27～32
28

所管課

参照ページ
263
64
160
生涯学習推進課

目
的

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けた気運醸成
の取組として、オリンピック選手等のトップアスリートによるスポーツ教室、競
技体験等を通じて、オリンピック・パラリンピック選手との交流によるスポーツ
への関心を高めるとともに、区民が身近にスポーツに接する機会を提供します。
また、オリンピック・パラリンピックの種目を気軽に親しめるよう、多様な種目
のスポーツ教室を定期的に実施することで、大会開催後もイベントの定着を図り
ます。

主
要
施
内

策

この事業は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた気
運醸成の取組の推進として、港区基本計画に事業計画化している新規事業です。
オリンピアン・パラリンピアンによるトークショー等も含めた体験教室を年４
回実施（オリンピアン競技 3 回／パラリンピアン競技 1 回）します。対象は、区
内在住・在勤・在学者（小学生以上／観戦者あり）とし、参加費は無料です。
実施の方法は、2 部制（13：00～15：00／15：00～17：00）とし、参加者は各
部で 2 競技を体験します。
本事業を実施するにあたり、区内関係団体・学校関係者・学識経験者からなる
実行委員会を設立し、企画・運営などに関する意見を反映させることによって、
事業内容の充実を図ります。

容
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■スポーツ教室
年 4 回実施（オリンピック競技：3 回／パラリンピック競技：1 回）
会場：スポーツセンター
定員：各回 120 名
回

開催日

平成27年
12月19日

2

平成28年
1月24日

3

平成28年
2月20日

4

平成28年
3月13日

実

1

内容

績

「新体操＆トランポリン」
【講師】
・田中琴乃（ロンドンオリンピック日本代表：新体
操）
・長崎峻侑（2008～2012年オリンピック強化対策指
定候補者選手：トランポリン）
「車椅子バスケットボール＆視覚障がい者マラソ
ン」
【講師】
・高橋勇市（アテネオリンピックマラソン（視覚障
がい）金メダリスト）
・根木慎志（シドニーパラリンピック車椅子バスケ
ットボール日本代表キャプテン）
「サッカー」
【講師】
・山岸靖代（元サッカー日本代表）
・矢野喬子（元サッカー日本代表)
「トライアスロン＆バドミントン」
【講師】
・関根明子（シドニーオリンピック日本代表：トラ
イアスロン）
・池田信太郎（ロンドンオリンピック日本代表：バ
ドミントン）
合

計

参加者数
（人）

観覧者数
（人）

113

122

45

14

92

76

77

56

327

268

■実行委員会
○平成 27 年度の活動
実行委員６名を区内関係団体・学校関係者・学識経験者から選出。計 2 回開催
【実行委員会の内訳】
・区内関係団体：港区スポーツ推進委員協議会（1 名）
港区心身障碍児・者団体連合会（1 名）
港区スポーツ少年団（1 名）
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団（1 名）
・学校関係者：幼・小・中学校副校長会（1 名）
・学識経験者：上智大学（1 名）
回

開催日
平成27年11月4日

1
平成27年12月21日

2

主な議題
・スポーツ教室全体概要説明
・第１回・第２回のアスリート、競技について
・第１回・第２回の体験展開案、運営方法について
・第１回・第２回の関係団体周知、広報手段について
・第１回スポーツ教室の報告
・第 2 回、3 回チラシについて
・第 2 回・第 3 回体験教室展開案、運営方法につい
て

※第３回については、日程の都合上、各委員への文書による意見聴取を実施
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事 業 費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
当 初
予算額

一般
財源

11,922

8,922

国庫支出金
都支出金
基 金

その他

流用

補正

決算状況
予算現額

決算額

執 行
率（%）

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

3,000

11,922

11,917

99.9

■スポーツ教室
○アンケート結果
・講座内容：「満足」と回答している参加者の全４回の平均は、76.2％でした。
【感想（抜粋）】
・普段では体験できない種目の体験や、好きな競技をトップアスリートから直接
指導を受けた。
・トップアスリートの競技を間近で見ることができた。
・トップアスリートと一緒に実際に競技を体験することができた。
・パラリンピアンとスポーツを通した触れ合いで様々なことを学べた。
・パラリンピアンの前向きな姿勢に好感が持てた。
・保護者の視点でパラリンピック競技があることを子供に知ってもらえてうれし
かった。

効果・成果

アンケートの結果から、スポーツ教室の実施によって、区民の競技に対する興
味関心や理解がより一層深まり、区民のパラリンピック競技への興味関心を高
めることにつながっています。

■実行委員会
○実行委員会での意見を反映し、以下の点について改善を図りました。
・第 1 回に実施したアンケートの回収率が低かった（53％）ため、アンケート
にご協力いただいた参加者にトップアスリートのサイン入り参加証を配布し
たところ、第２回以降の回収率アップに繋がりました。
（第 2 回：64％、第 3
回：78％、第 4 回：96％）
・オリンピック・パラリンピック啓発に関する展示を実施することにより、気
運醸成に繋げることができました。
・２部制による事業形態を導入し、より多くの参加者が参加できました。
・実行委員である学校関係者の意見等を踏まえ、スポーツ教室のなかでトップ
アスリートから競技を教わるだけではなく、競技をみるポイントも教わるな
ど学校の授業では体験できない事業内容の工夫を行うことができました。
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項
目
事業目的の適合性

事業の効果性

手法の効率性
区が実施する妥当性

所管課による自己評価の内容

事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

所管課による自己評価
評価
評価の理由･コメント
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等
に向けた気運を高めるため、トップアスリートとの
３ 交流を通して区民が多様な競技種目を体験すること
は、スポーツへの関心を高め、気運醸成に結びつく
ことから適合していると考えられます。
参加予定者は 402 名でしたが、当日不参加の方がい
（計画では各回 100
２ たため、327 名という結果でした。
名、計 400 名の参加者数を計上）
専門的な知識・経験を持つ事業者に委託をし、区民
３
に魅力ある事業を提供しています。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等
に対する区民の意識啓発や、区内関係団体・学校関
４ 係者・学識経験者からなる実行委員会を組織し、事
業運営等について協議を行い、気運醸成を図ること
は妥当性があります。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技会等に
３ 向けた気運醸成を図るため、事業の継続が必要です。

拡充
継続
縮小
廃止
区民が、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
等で行われる様々な競技を体験することで、競技への理解を
深め、また、競技の楽しさを知ることは、東京 2020 オリン
ピック・パラリンピック競技大会等に向けた気運醸成を図る
上で、大変効果的なことです。今後は、パラリンピックに対
する意識啓発や理解を深めるため、実施方法を改善し、オリ
ンピック競技とパラリンピック競技を同時に開催できるよ
う改善を図ります。
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種
別
港区基本計画
港区スポーツ推進計画
港 区 の 教 育

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
263
64
161

目

評価対象事業 平成 27 年度
５②国際大会のパブリック・ビューイ
事業名
所管課
生涯学習推進課
ングの実施
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けて、トップ
レベルの国際大会の開催時にパブリック・ビューイングを実施し、区民が一体と
なって競技を観戦することを通して、仲間や会場の人たちとの一体感を味わい、
感動を共有し、区民の「みる」スポーツへの関心を高めることを目的とします。
的
内
容

この事業は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた気
運醸成の取組の推進として、港区基本計画に事業計画化している新規事業です。
競技の国際大会を司会者の進行のもと解説者の解説を加えながら年３回観戦
します。対象は、区内在住・在勤・在学者とし、参加費は無料です。

回

開催日

主
平成 27 年
8 月 26 日

第2回

平成27年
11月17日

第3回

平成 28 年
3月12日

要

第1回

内容

施
実
策
績

ワールドカップバレー
2015 女子（日本対ケニ
ア戦）
解説者：寺廻太（元Ｎ
ＥＣ男子監督）
ワールドカップサッカ
ー（カンボジア対日本
戦）
解説者：松原良香（元
アトランタオリンピッ
ク日本代表）
スーパーラグビー（サ
ンウルブズ対チーター
ズ）
解説者：川合レオ（ラ
グビー元日本代表）
合

計
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会場

定員（人） 参加者数（人）

スポーツ
センター

100

91

赤坂区民
センター

250

183

スポーツ
センター

100

106

450

380

事 業 費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

当 初
予算額

一般
財源

6,065
5,626

6,065
5,626

国庫支出金
都支出金
基 金

その他

流用

補正

決算状況
予算現額

6,065
5,626

決算額

5,212

執 行
率（%）

85.9

効果・成果

○各回募集定員 100 名、計 300 名の参加者を想定していましたが、第 2 回の開催
場所を赤坂区民センターで実施したことにより、募集定員を 250 名に拡大する
ことができ、結果的に想定を上回る参加がありました。
○パブリップ・ビューイングを実施することにより、競技会場に行かなくても、
会場の参加者との一体感を味わい、感動を共有することができ、区民の「みる」
スポーツ活動の促進につながっています。
○事業後の参加者アンケートの実施結果から、大画面で観戦する楽しさを感じら
れたことや、解説者の解説により競技の理解が深められたなど、参加者は、ス
ポーツ観戦の楽しさとオリンピック・パラリンピック競技に対する理解が深ま
っています。

項
目
事業目的の適合性

評価

３
事業の効果性

所管課による自己評価の内容

４
手法の効率性

３

区が実施する妥当性

３

事務継続の必要性

３

※上記 4 項目から総合的に評価

総合評価
所管課による
評価コメント

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等
に向けた気運を高めるため、区民が多様な競技を観
戦し、興味関心が持てるような取組は重要であり、
事業の必要性は高いと考えられます。
当初スポーツセンターでの実施による各回 100 名、
計 300 名の参加者数を想定していましたが、第 2 回
の開催を赤坂区民センターで実施したことにより、
想定人数を上回ることができました。
専門的な知識・経験を持つ事業者に委託をし、区民
に魅力ある事業を提供しています。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等
に対する気運醸成を図る上で、区民が様々な国際大
会を一体となって観戦し、
「みる」スポーツ活動を促
進することは妥当性があります。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技会等に
向けた気運醸成を図るため、事業の継続が必要です。

拡充
継続
縮小
廃止
国際大会で行われる様々な競技を観戦する機会を区民に提
供することで、競技への理解が深まり、競技の楽しさが得ら
れます。また、多くの区民が一体となり、感動を共有するこ
とは、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等
に向けた気運醸成を図る上で、大変効果的なことです。今後
は、国際大会のため時差が生じることから事業内容を工夫し
実施することが必要です。
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種
別
港区基本計画
港区スポーツ推進計画
港 区 の 教 育

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
263
59
155

64
161

目

評価対象事業 平成 27 年度
５③ポート・スポーツ・サポーター
事業名
所管課
生涯学習推進課
ズクラブ事業の実施
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会を見据えて、
大会終了後もスポーツの活性化を促すため、あらゆるスポーツ種目の応援・観戦
教育活動やボランティア活動等のプログラムを通じて、スポーツボランティアリ
ーダーとなれる人材を育成することを目的とします。
また、スポーツボランティアに関する活動の情報発信を強化するなど、スポー
ツボランティアへの参加促進を図ります。
この事業は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた気
運醸成の取組の推進として、港区基本計画に事業計画化している新規事業です。
スポーツボランティア講習と実践を組み合わせながら、定員 30 名、全５回の
講座を実施し、参加者のボランティア技術・知識等の向上を図ります。
対象は、20 歳以上の区内在住・在勤・在学者とし、参加費は無料です。
的
内
容

主

応募人数：23 名

要

開催日

第1回

平成27年
9月13日

第2回

平成27年
10月11日

第3回

平成27年
11月14日

第4回

平成 27 年
12 月 19 日

第5回

平成 28 年
１月 23 日

施

回

実

策

績

内容
大学教授によるスポーツボランティ
ア講習
講師：二宮雅也（文教大学准教授）
スポーツイベントにおけるバックヤ
ード体験
オリンピックボランティア経験者に
よる講習
講師：市居愛（シドニー・アテネオリ
ンピック競技大会ボランティア経験
者）
オリンピアン・パラリンピアンによる
スポーツ体験教室におけるボランテ
ィア体験（会場設営・参加者受付・参
加者誘導・アスリート補助等の運営の
ボランティア）
活動の振り返り（講座を通し学んだこ
とや課題等についてワークショップ
形式で実施）
講師：二宮雅也（文教大学准教授）

合

参加者数（人）

計

※全 5 回中 3 回以上参加した参加者 15 名に修了証を配布
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21
14

13

12

10

70

事 業 費

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度
当 初
予算額

一般
財源

2,412

2,412

国庫支出金
都支出金
基 金

その他

流用

補正

決算状況
予算現額

決算額

執 行
率（%）

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

2,412

1,286

53.3

○アンケート結果
①回収率：第 1 回（100％）・第 2 回（78.6％）・第 3 回（100％）・
第 4 回（91.7％）・第 5 回（100％）
②講座内容：
「とても満足」
（各回平均：66.5％）
・
「やや満足」
（各回平均：22.6％）
を併せ、
「満足」と回答している参加者は、全５回の平均は 89.1％
でした。
③感想（抜粋）
・スポーツボランティアに対する理解が深まった。
・参加者がスポーツイベントでの実践を通し、様々な気づきができた。
・チームワークの大切さを感じられた。
・ケースバイケースで臨機応変に対応する大切さを知ることができた。など

効果・成果

アンケート結果から、この事業の実施によって、区民のスポーツボランティ
アについての興味関心を高めることができ、さらには、スポーツボランティ
ア活動を行う上でのスキル向上を高めることにつながっています。
○講座終了後も自主的に区主催のスポーツイベントに参加する参加者もおり、ス
ポーツボランティアに対する熱意の高まりにつながっています。
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項
目
事業目的の適合性

事業の効果性

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
東京
2020
オリンピック・パラリンピック競技大会等に
３
向けた気運を高めるため、スポーツイベント等の運営を
支える区民を育成する取組は重要であり、事業の必要性
は高いと考えられます。
２ 配布ちらしに記載する情報等の不足（講師情報、各回で
行う講座内容など）や紙媒体のみの周知など事業の周知
不足により、定員 30 名に対し、応募者 23 名という結果
でした。

評価

手法の効率性

３

区が実施する妥当性

３

事務継続の必要性

３

専門的な知識・経験を持つ事業者に委託をし、区民に魅
力ある事業を提供しています。
スポーツイベント等の運営を支える区民を育成し、「支
える」スポーツ活動を促進することは妥当性がありま
す。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技会等に向
けた気運醸成を図るため、事業の継続が必要です。

※上記 4 項目から総合的に評価

所管課による自己評価の内容

総合評価
所管課による
評価コメント

拡充
継続
縮小
廃止
スポーツイベント等の運営を支える区民を育成し、区民が自主
的・主体的に活動できるような機会を提供することは、東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた気運醸成を
図る上で、また、大会後もレガシーとして活動できる人材を育
成する上で、大変効果的なことです。今後は、参加者が継続し
て参加できるよう、ボランティア実践体験の場をできるだけ多
くしたり、来年度は事業開始 2 年目になるため、初級・中級コ
ースを設けるなど事業内容を工夫し実施する予定です。
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評価委員からの意見

小松郁夫（流通経済大学社会学部教授）
① オリンピアン等のスポーツ教室の実施
・2016 年のリオのオリンピック・パラリンピックを受けて、徐々に 2020 年に向けた気
運を高めていく必要があります。特に、単に興味があると言うだけなく、自らも競技な
どを体験してみたり、あるいは、競技の運営に関わっている（たとえば、審判などの役
目を理解し、経験してみるなど）経験も重要かと考えます。
・いろいろな年齢層が様々な機会と場所で、経験したり、学ぶ機会が提供されることを
期待します。
・工夫を加えて、それまで一般的には知名度が低いようなスポーツに対しても、興味が
わくような刺激になれば幸いです。
② 国際大会のパブリック・ビューイングの実施
・パブリック・ビューイングは個人や家族などの少人数での応援と違って、一堂に会し
た大勢の人々が、心を一つにして応援し、喜びなどを共感するという意義ある環境作り
です。スポーツ応援の倫理やマナーを尊重しつつ、それぞれのスポーツを共に楽しくと
言う企画になるよう、心から期待をしています。
・企画の工夫で、予想を超える参加者が集まり、事業の成果はめざましいものがありま
した。感想としては、100 名程度という初期の予想は、企画の意義や盛り上がりを考え
れば、控えめすぎたような気がします。
③ ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施
・国際大会の運営と成功には、さまざまなボランティアの存在と活躍が必須です。参加
したくなるような企画をさらに工夫して、参加者の満足感を醸成し、次の参加者募集に
つなげる工夫が必要かと思います。
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評価委員からの意見

岩渕美克（日本大学法学部・同大学院教授）
全テーマ共通（すべてのテーマについて表記します。）
・本年度より自己評価の基準を、事業を行っていれば３、より肯定的な要素があれば４
以上、事業規模等が出来ていなければ２以下と変更されている。一つの分かりやすい基
準として評価することはできるが、その結果事業を行ったということによる３が多くな
っている。これでは事業を行うことが目的化していることになってしまわないだろう
か。より積極的な評価してもいいように思われる。
・他で評価しているのかもしれないが、事業費との関係も評価の重要な指標となるので
はないか。たとえば「手法の効率性」については、より低いコストで行うことが出来れ
ば効率的に事業を行えたということで高い評価を与えてもいいだろう。その意味で、事
業費との関連が、説明段階でも大幅に変更がある場合のみでなく、実績等で触れる必要
があるのではないか。
個別事業について
・表面的には、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けての機運醸成という
ことになるが、実質的にはスポーツへの興味を高め、体力や健康の増進に資することに
なるのであろう。その意味でのオリンピアン・パラリンピアンとの触れ合いは、重要な
事業であると思われる。
・「見る」スポーツも入り口であり、結果として興味を持てば実際競技してみようと思
うことが予想され、その意味でのこれら事業の意味合いは、単年度の評価以上のものが
期待できる。参加者などの数字には表れない効果を評価してもいいのではないだろう
か。ただし、事業評価としてはあいまいな評価であることには変わりなく、その意味で
は所管課からの評価コメントなどに表記することも可能なのではないか。
・事業内にある、いわば一般の視聴者の目ではないオリンピアン・パラリンピアンなど
の見方等も、参加者にはとても興味深く感じたのではないか。特にパラリンピアンの人
との接触は、とりわけ年少の生徒たちには有意義に思われるので、所々の事情があるだ
ろうが、パラリンピアンのトークショーなども増やしても良いかもしれなかった。
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評価委員からの意見

柴田彩千子（東京学芸大学教育学部准教授）
港区は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に向けた機運の醸成を図る
取組を、熱心に実施している。
「オリンピアン等のスポーツ教室の実施」事業では、トップアスリートによるスポー
ツ教室、競技体験等が実施されている。参加者は、普段接することの少ないトップアス
リートとスポーツに親しむことや、間近でトップアスリートの技術や、オリンピックを
志す精神に触れることを通じて、貴重な体験を得ているようであり、その様子がアンケ
ート結果で「満足」と回答した数値が平均８割弱であることに、現れているといえる。
「国際大会のパブリック・ビューイングの実施」事業は、解説者の解説によるスポー
ツ競技に対する知識を得ながら、
「みる」スポーツによって会場の参加者が一体となり、
感動を共有することができる、まさに生涯楽習と呼べるものである。
「ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施」は、スポーツボランティア講
習と実践を組み合わせながら、全５回の講座を実施し、参加者のボランティアの技術・
知識の向上を図るものである。講座終了後も自主的に区主催のスポーツイベントに参加
する者もいるという。参加者は幅広い年齢層（20 代～70 代）の者であり、生涯スポー
ツ推進委員もいれば、区主催のスポーツ講座への全くの初参加者もいる。このように多
様な参加者を有する本事業は、スポーツボランティアを介して人々の交流を促すもので
ある。区は、参加者が本講座で学んだ成果を、スポーツボランティアとして発揮できる
機会（「生涯学習ボランティア」の機会）を用意されたい。
上述の３つの事業と、通常のスポーツに関する講座との違いは、上述の通り、オリン
ピックの開催に向けた機運の醸成を意識したところにある。本事業への参加者を対象と
したアンケートに、関連する他の講座（たとえば、スポーツ教室への参加者に対して、
スポーツボランティアの養成講座）への参加希望を問うなどして、参加者を関連する他
事業と繋げ、個人のスポーツに関する学びが広がるような支援が求められる。
さらに今後、本事業には、スポーツを通した国際理解や多文化理解を図る取組、国際
理解と同時に自国を理解するための取組を期待したい。
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評価委員からの意見

森嶋昭伸（日本体育大学児童スポーツ教育学部教授）
「オリンピアン等のスポーツ教室の実施」、
「国際大会のパブリック・ビューイングの
実施」、
「ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施」の諸事業については、い
ずれも最近開始された事業であり、そこでの実践とその成果等を踏まえて、今後より充
実していくことが望まれます。その際、オリンピック・パラリンピックへの気運醸成に
とどまらず、その精神やポリシーの浸透を図っていくことが重要と考えます。
１. オリンピアン等のスポーツ教室の実施
学校関係者等の意見を聞いたり、学校の授業では体験できない内容を入れたりする
など、工夫していることがうかがえる。さらに、学校教育、特に国際理解教育や道徳教
育などを視野に入れた視点からの講話などがあれば、子ども達の生きる力や人間性の育
成により結びつくと考える。その際、保護者等の参加も視野に入れれば一層広がりのあ
る事業になると考える。
２. 国際大会のパブリック・ビューイングの実施
こうした機会も有効だと思う。なお、おそらく考えていると思うが、バレー・サッ
カー・ラグビーに限らず、港区出身のアスリートや港区内の大学や会社等に属する選手
についても応援するように工夫すれば、郷土への愛着もさらに増していくと考える。
３.ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施
４年後の大会を見すえるとき、区内の大学生・高校生・中学生などを視野に入れた取
組の推進を期待する。
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今後の取組の方向性
＜2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた
気運醸成の取組の推進＞
ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、
区民の気運醸成を高めることができるよう、区民の「する」「みる」「支える」スポーツ活動
の充実に取り組みます。
１．オリンピアン等のスポーツ教室の実施
区民の各年齢層が港区スポーツセンターの他、区立学校等を含めた様々な場所で、一般的
にはあまり知られていない競技を含め、多くのオリンピック・パラリンピック競技を体験で
きるよう取り組みます。
また、教室の際にアスリートのトークショー等の場を活用し、アスリートの言葉でフェア
プレイ精神や道徳心等について話をしていただくなどの啓発や、オリンピック・パラリンピック

精神や競技の歴史やルールなどの理解が深められるよう、教室実施の際は競技体験だけでは
なく、展示コーナー等を設けるなどして、区民周知の充実を図ります。
さらに、本教室の参加者に、スポーツボランティア養成事業（ポート・スポーツ・サポー
ターズクラブ事業）を周知するなど、参加者を関連する他の事業との十分な連携を図ります。
２．国際大会のパブリック・ビューイングの実施
区民の各年齢層が、様々なスポーツに興味・関心を持つことができ、スポーツ観戦を楽し
むことができるよう、特定の競技に偏ることない競技の選定や解りやすい解説ができる方を
解説者として招聘するなど機会の充実に取り組みます。
また、港区出身のアスリートや区内在学者や在勤者のアスリート、さらには港区にゆかり
のあるアスリートなどが出場する大会のパブリック・ビューイングの実施や、港区にゆかり
のある選手を解説者から紹介していただくなど、区民が一体となってアスリートを応援でき
るような国際大会のパブリック・ビューイングを実施するなど事業内容の充実を図ります。
３．ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施
事業参加者が、スポーツボランティアに関する基礎的な知識を講座で学び、学んだ成果を
いかすことができるよう、区主催のオリンピアン等のスポーツ教室はじめ、その他大きなス
ポーツ大会・イベントや事前キャンプ等の実践をより多く提供するなど活動機会の充実を図
ります。
また、スポーツボランティア実践と活動の振り返りを十分に行い、次の活動に繋げるなど
事業内容を工夫し、事業参加者のボランティアスキルの向上を図ります。
さらに、今後開催される、ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向け、より多くのスポーツボランティアが参加できるよう、公益財団
法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や東京都オリンピック・パラリ
ンピック準備局等の動向も見据えながら、現在の対象である、20 歳以上の区内在住・在勤・
在学者という対象枠の拡大を検討します。
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図書館の使いやすさの向上

カウンター

雑誌閲覧コーナー

ヤングアダルトコーナー

４

評価対象テーマに対する点検及び評価

テーマ６

図書館の使いやすさの向上

評価表
① 資料の受取及び返却方法の拡充
② 開館日及び開館時間の拡大
③ 図書館の多様なサービスの向上

評価委員からの意見
今後の取組の方向性
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種
別
港区基本計画
港区立図書館サービス推進計 画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
36
182

平成 27 年度

６①資料の受取及び返却方法の拡充

所管課

図書・文化財課

目
的

利用者が手軽に資料を受け取り、返却できるように、区民のニーズを踏まえ、
周辺環境を考慮しながら区有施設でのブックポストの増設や連携施設の拡充を
図ります

内
容
主

近年、インターネットによるＷｅｂ予約も件数がのびて、予約の受け取り場所
やいつでも返却ができるブックポストの需要が高まっています。区民、利用者の
利便性の向上を図るため、区有施設でのブックポストの増設や図書館システムを
導入した連携施設の拡充を図っていきます。
また、利用者の待ち時間の解消のために、予約資料の貸出ができる自動予約棚
やカウンターまで行かなくて済む自動返却機の導入も検討します。
※参考【現在の設置場所等】
（１）ブックポスト
○生涯学習センター（ばるーん）
〇みなとパーク芝浦（２カ所）

要

（２）連携施設（３施設）
〇男女平等参画センター（リーブラ）図書資料室
○台場区民センター図書室
○青山生涯学習館図書室

施
策

（１）ブックポスト増設
〇生涯学習センター、みなとパーク芝浦に続き、青山生涯学習館のリニューアル
オープンに伴い、ブックポストを平成 27 年 11 月に設置しました。
実
績

（２）連携施設の拡充
○平成 30 年３月に開館を予定している新郷土資料館に図書閲覧室及び図書館シ
ステムを導入し、港区立図書館の連携施設とすることを実施設計に盛り込みま
した。
（３）自動予約棚、自動返却機導入の検討、計画計上
〇平成 33 年度に開設予定の芝五丁目複合施設（新三田図書館）において、自動
予約棚、自動返却機を導入することを基本計画に盛り込みました。
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事 業

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度

費

当 初
予算額

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

一般
財源

国庫支出金
都支出金
基 金

そ
の
他

流
用

補正

決算状況
予算現額

決算額

執行率
（%）

―
―
―

効果・成果

（１）青山生涯学習館にブックポストが設置されることで、休館時にも返却がで
きるなど青山地区の利用者の利便性が向上しました。
（２）白金地区に連携施設が開設することによって、将来的に区民、利用者の利
便性が図られます。

項

目

評価

所管課による自己評価の内容

事業目的の適合性

３

事業の効果性

３

手法の効率性

３

区が実施する妥当性

３
３

事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に
評価
総合評価
所管課による
評価コメント

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
利用者の利便性が向上するため、目的に適合してい
ます。
利用者が手軽に資料を受け取り、返却できるように
なります。
効果的な場所に設置することにより、効率性は上昇
します。
区が実施すべき事業です。

利用者の利便性の向上のため、ブックポストの増設
や連携施設の拡充に向けた交渉は引き続き必要で
す。

拡充
継続
縮小
廃止
平成 29 年度には図書館連携施設としての新郷土資料館の整
備が始まります。ブックポストの具体的な運用なども今後、
関係部署と交渉していきます。新三田図書館への自動予約
棚、自動返却機の導入も進めていきます。
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種
別
港区基本計画
港区立図書館サービス推進計 画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
36
182

平成 27 年度

６②開館日及び開館時間の拡大

所管課

図書・文化財課

目
的

区民や在勤者など利用者のニーズに応じた、効果的・効率的な開館日及び開館
時間の拡大を図ります

内

現在、高輪図書館分室を除く図書館では、毎月第３木曜日、年末年始及び年間
10 日以内の特別整理期間を除き開館しています。開館時間は、平日は午前９時か
ら午後８時まで、土曜・日曜・祝日は、午前９時から午後５時までとなっていま
す。
※高輪図書館分室は、月曜から日曜まで午前９時 30 分から午後８時までの開
館で、祝日は休館です。（高輪子ども中高生プラザに併設されています。）
毎月第３木曜日、年末年始及び特別整理期間の休館は他の図書館と同じです。

容
主

様々なライフスタイルの利用者にとって、開館日及び開館時間は、図書館サー
ビスにおける重要度が高いことから、区民や在勤者など利用者のニーズに応じ
た、効果的・効率的な開館日及び開館時間の拡大を図ります。

要
施
策
実

（１） 工夫による図書館休館期間の利便性への取り組み
① 図書館システム更新時の臨時休館期間を最短の６日間に短縮しました。
6 日間の休館時には、利用者の利便性を考慮し、館内の一部を開放しまし
た。開館内容は、みなと、三田の両館で閲覧席しかないフロアを学習席と
して開放し、開放時間帯は通常の開館時間と同じにしました。
② 蔵書点検の効率化を図るため、点検機器を新機種に更新し、特別整理期
間の短縮について検討しました。（平成 28 年度に効果を検証）

績

（２） 図書館の開館時間延長についての取り組み
① 区立図書館及び連携施設で開館時間のニーズを含めた図書館サービスに
関するアンケートを実施し、結果の分析、検討をしました。
主に開館時間については、土・日の開館時間延長を希望する意見が多くみ
られました。
② 図書館のあり方検討会での検討
館内職員で構成する「港区立図書館のあり方検討会」では、図書館職員全
員に時間延長についてのアンケートを行い、意識調査をしました。
結果は、土曜日の開館時間延長については、延長は必要、平日と同じ 20
時までの延長とする意見が大半でした。
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事 業

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度

費

当 初
予算額

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

一般
財源

国庫支出金
都支出金
基 金

そ
の
他

流
用

決算状況

補正

予算現額

決算額

執行率
（%）

―
―
―

効果・成果

（１）工夫による図書館休館期間の利便性への取り組み
平成 27 年度は、区民のニーズに向けて効果は出ていませんが、蔵書点検
の効率化を図る用意を行ったことで、平成 28 年度の検証により、特別整
理期間の短縮に向けての検討材料が揃います。将来的に開館日が拡大され
れば、区民、利用者への利便性の向上になります。
（２）図書館の開館時間延長についての取り組み
土曜日開館時間延長に繋がる検討、準備を進めた結果、開館時間延長が実
施されれば、将来的に区民、利用者の利便性が図られます。

事業の効果性

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
３ 様々なライフスタイルの利用者のニーズに適合でき
ます。
３ 区民や在勤者にとって利便性が上昇します。

手法の効率性

２

区が実施する妥当性

３
３

項

目

事業目的の適合性

所管課による自己評価の内容

事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に
評価
総合評価
所管課による
評価コメント

評価

開館時間等の拡大によるあらたな費用負担が発生す
るため、より効率性の検証が必要です。
区が実施すべき事業です。
継続して検討していく必要があります。

拡充

継続

縮小

廃止

開館時間の拡大を実施するため、効率的な延長時間
や事務体制について継続して検討していきます。開
館時間の拡大に際して、早期実現が図られるよう、
取り組んでまいります。
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種
別
港区基本計画
港区立図書館サービス推進計画
港 区 の 教 育
評価対象事業
事業名

年度版
27～29
27～32
28

参照ページ
37
182

48
183

184

平成 27 年度

６③図書館の多様なサービスの向上

所管課

図書・文化財課

目
的

利用者が快適な環境で学ぶことができるように、飲食スペースや学習室、閲覧
席など港区独自の滞在型図書館について、調査・検討します。

内
容

区民をはじめ、様々な利用者が訪れる図書館は、それぞれの目的に会った学ぶ
場であると同時に、快適な環境の下で、長時間利用することができる居心地の良
い図書館を目指します。そのためには、ゆっくり過ごすためのカフェの設置やパ
ソコンの利用ができる席など利用者のニーズを把握し、「滞在型図書館」の実現
に何が必要か、どのように実現していくか、調査・検討をします。
平成 33 年度に開設予定の新三田図書館の基本計画では、新館は「滞在型図書
館」をイメージして、新たな機能を追加し、多様な利用者に利用しやすい施設と
するため、調査・検討していきます。

主
要

■新三田図書館
芝五丁目用地に（仮称）産業振興センターとの複合施設として、
移転、改築します。（平成 33 年度中開館予定）

施
実
績

※「滞在型図書館」と合わせて、その他の多様なサービスの向上についても調査、
検討を行いました。

策

（１） 港区独自の滞在型図書館についての調査、検討
① 利用者懇談会、図書館職員による検討会の実施
利用者の意見を聞く利用者懇談会を平成 27 年５月に三田図書館で行いまし
た。並行して館内では、職員メンバーによる検討会を開き、滞在型図書館と
して要望の多かったカフェの設置を盛り込んだ飲食スペースやインターネッ
ト利用可能席などの在り方を検討しました。懇談会や検討会で出た意見、要
望を反映させた芝五丁目複合施設（新三田図書館）基本計画を策定しました。

（２） 図書館のサービスに関するアンケート結果によるニーズの分析、要望実
現の検討
① 港区立図書館サービスに関するアンケート調査を実施し、要望の多いサー
ビスについて、図書館システム更新時に機能改善を行いました。
② 地域性を踏まえた図書資料の収集方法の検討に向けた各図書館の分野別
資料の把握に向けた準備を行いました。
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事 業

事業費の状況（単位：千円）
予算状況
年 度

費

当 初
予算額

平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

一般
財源

国庫支出金
都支出金
基 金

そ
の
他

流
用

決算状況

補正

予算現額

決算額

執行率
（%）

―
―
―

効果・成果

（１）港区独自の滞在型図書館についての調査、検討
○要望の多い図書館の飲食スペースやインターネット利用可能席について、新館
に要望を取り入れることで、将来的に利用者に快適な図書館整備を実現しま
す。
（２）図書館のサービスに関するアンケート結果によるニーズの分析、要望実現
の検討
○図書館システムの更新により、要望の多い検索機の機能改善を行い、より検索
しやすくなりました。それにより利用者の利便性が上がりました。

事業の効果性

所管課による自己評価
評価の理由･コメント
３ 図書館サービスの向上に向けて、目的に適合してい
ます。
３ 図書館の利便性が向上します。

手法の効率性

２

区が実施する妥当性

３
３

項

目

事業目的の適合性

所管課による自己評価の内容

事務継続の必要性
※上記 4 項目から総合的に
評価
総合評価
所管課による
評価コメント

評価

利用者の要望や実態の把握には、より効率の良い方
法を検討していきます。
区が実施すべき事業です。
区民、利用者のための要望を拾う手段として、今後
も継続していくべき事業です。

拡充

継続

縮小

廃止

アンケート結果は平成 28 年度から、教育委員会報告
をしています。今後も区民、利用者の要望を反映した
サービスの充実に努めます。
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評価委員からの意見

小松郁夫（流通経済大学社会学部教授）
① 資料の受取及び返却方法の拡充
・ブックポストの新設や増設は、利用者の便宜を考えれば、非常に重要な事業です。設
置場所等の周知徹底と運用の工夫を重ねて、いっそうの利便性を向上させて欲しいと思
います。当面は、現状の２倍程度までの拡充を事業化できないでしょうか。
・自動返却機などの自動化は便宜性を高めるかと推察されますが、同時に、返却に向か
うときに、次につながる情報提供なども重要です。民間にある「これを読んだ人は次は
こんな本を」といった助言ができる有人サービスもまだ十分に意義のあるものではない
でしょうか。
② 開館日及び開館時間の拡大
・土・日の開館時間の延長は早急に検討事項として、課題の解決などに取り組んで欲し
いと思います。
・開館日や開館時間の拡大にどのような課題があるのかを丁寧に議論をして、利用者の
要望などにできるだけ応える工夫を検討して欲しいと考えます。
③ 図書館の多様なサービスの向上
・滞在型図書館について、慎重に検討をし、利用者の満足度が向上する工夫をして欲し
いと思います。
・パソコン利用に関しても、持ち込みも含めて、慎重に検討されることを期待します。
今後は、ＩＣＴ環境の変化に伴って、知識や情報に関わる人間との関係が大きく変化す
るものと予想されます。たとえば、タブレット化などは早急に対応して、複写などの著
作権に関わる内容についても、あらゆる可能性や問題性を想定して、あらかじめ対応を
考えておく必要があるかと思います。
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評価委員からの意見

岩渕美克（日本大学法学部・同大学院教授）
全テーマ共通（すべてのテーマについて表記します。）
・本年度より自己評価の基準を、事業を行っていれば３、より肯定的な要素があれば４
以上、事業規模等が出来ていなければ２以下と変更されている。一つの分かりやすい基
準として評価することはできるが、その結果事業を行ったということによる３が多くな
っている。これでは事業を行うことが目的化していることになってしまわないだろう
か。より積極的な評価してもいいように思われる。
・他で評価しているのかもしれないが、事業費との関係も評価の重要な指標となるので
はないか。たとえば「手法の効率性」については、より低いコストで行うことが出来れ
ば効率的に事業を行えたということで高い評価を与えてもいいだろう。その意味で、事
業費との関連が、説明段階でも大幅に変更がある場合のみでなく、実績等で触れる必要
があるのではないか。
個別事業について
・港区は、大学等を含めた学校数などの関係もあり、図書館は数的にも質的にも充実し
ていると理解している。したがって、「港区立図書館サービス推進計画」はたいへん素
晴らしい試みであり、また中間年にアンケートなどのデータにより見直しを図ることも
高く評価できる。前述したように、充実した図書館環境の中にあって、「区立図書館」
としての独自性を生かす方向に行くのか、それとも一般的な図書館機能を備えた万能型
図書館を目指すのかは検討する必要があるかもしれない。
・図書館利用は、一般の読書家の区民の利用と季節的な受験生等の利用とに分けて使い
やすさについても考える必要があるのではないだろうか。その意味で、今回の事業にと
らわれず事業そのものの中に、こうした視点の事業を考えてみてはいかがだろうか。
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評価委員からの意見

柴田彩千子（東京学芸大学教育学部准教授）
港区では、図書館の使いやすさの向上のため、各図書館の特色を活かした「滞在型図
書館」とするための検討作業や取組が行われている。
「資料の受取及び返却方法の拡充」では、インターネットによるＷＥＢ予約の件数が
増加していることを受け、予約した資料の受取や返却がスムーズにできるよう、他の関
連施設との連携やブックポストの増設、これから創設する新三田図書館における自動予
約棚と自動返却機など、利用者が安心して気軽に図書資料と親しむことのできる環境が
整備されている。
「開館日及び開館時間の拡大」事業では、「港区立図書館のあり方検討会」での議論
やアンケート調査の分析を踏まえ、土曜日・日曜日の開館時間の延長をする方向での取
組が進められている。「滞在型図書館」をめざすには、多様なライフスタイルの人々に
対応するために、開館時間の延長や拡大は必要不可欠である。その一方で、開館時間を
拡大することにともなう費用負担を、極力抑えるための工夫を検討されたい。
「図書館の多様なサービスの向上」事業では、利用者が快適な環境の下で長時間過ご
すことのできるような取組（カフェやパソコンの利用ができる席の設置）を、調査・検
討している。利用者が図書館を居場所の一部に感じるような、こうしたハード面での整
備は必要である。
その一方で、ソフト面の整備も求められる。港区の図書館には、録音資料が充実して
いる。視覚障害を持つ方への働きかけはもちろんのこと、子どもから高齢者までの多様
な人々が朗読（日本語）によって図書資料をあじわうような取組などを、企画してみて
はいかがであろうか。また、図書館に長時間滞在できる高齢者を対象とした取組として、
高齢者の実生活に寄り添った講座（たとえば、高齢者を狙った悪質な犯罪から身を守る
ための講座など）を、利用者が図書館で過ごすひと時の合間に行うなど、多様なサービ
スの向上を期待したい。
図書館は資料を検索し貸出する施設にとどまらず、人と人との出会いの場をつくり、
情報と人をつなげる生涯学習施設である。現在でも、図書館が学校との連携を進め、イ
ンターンシップの受入を行ったり、図書館司書が学校へ出向いて教師や学校図書室スタ
ッフへの個別相談に対応したり、図書館が所蔵する郷土資料を学校教育活動に役立てる
などの取組が実施されている。今後、平成 30 年には新郷土資料館、平成 33 年度には会
議スペースやビジネス関係の資料が充実した芝五丁目複合施設が新設され、その中に三
田図書館が移転する。こうした地域性を活かした港区独自の図書館が、学校や企業や地
域の各種団体と連携し、そこにいる人と人、情報、資料を繋ぐようなネットワークづく
りの拠点となることを期待したい。
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評価委員からの意見

森嶋昭伸（日本体育大学児童スポーツ教育学部教授）
「資料の受取及び返却方法の拡充」、
「開館日及び開館時間の拡大」
、
「図書館の多様な
サービスの向上」など、手厚い取組が進められていると評価します。なお、すでに行わ
れていると思いますが、事業の推進に当たって、以下の点について留意されることを望
みます。
・学校教育や生涯教育とつながりをもたせ、調査研究、学びと対話、さらに講習の場と
しての機能の充実
・図書館ボランティアの育成・活用など、地域の人材を生かした開かれた図書館の推進
・幼児教育の推進も視野に入れた事業の展開
なお、平成 30 年開館予定の新郷土資料館や平成 33 年度開設予定の新三田図書館では、
従来にも増して学びの循環、学びの還元としての機能を生かした取組が進められること
を期待する。
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今後の取組の方向性
＜図書館の使いやすさの向上＞
「生涯を通じて豊かな学びを支える図書館」をめざして、利用者のニーズを踏まえ、誰も
が気軽に利用できる快適な環境作りに取り組んでいきます。
１．資料の受取及び返却方法の拡充
区有施設でのブックポストの増設につきましては、区民ニーズや地区ごとのバランスを踏
まえ、検討していきます。
現在３施設ある連携施設については、平成 30 年３月に開設予定の新郷土資料館内の図書閲
覧スペースを連携施設として整備し、高輪地区での受取及び返却の利便性を拡充します。
現在、基本設計を行っている芝五丁目複合施設（新三田図書館）については、自動予約棚、
自動返却機の導入について検討しており、検索機能の強化による情報提供の充実を図ります。

２．開館日及び開館時間の拡大
開館日及び開館時間は図書館サービスにおける重要度が高く、利用者アンケートにおいて
も開館時間の延長を望む声が多いことから、土曜日の開館時間を平成 28 年 12 月から夜間３
時間延長し、午前９時から午後８時までとします。（高輪図書館分室を除く※）
引き続き、効率的な開館日や開館時間について、費用対効果を踏まえ検討してまいります。
※高輪図書館分室：午前９時 30 分～午後８時（土日も含む、祝日は休館）

３．図書館の多様なサービスの向上
芝五丁目複合施設（新三田図書館）では、飲食スペースや学習室の設置等により、利用者
が快適な環境の下で長時間過ごすことができる図書館となるよう実現に向けた検討を行って
います。
また、映画会、朗読会や子ども向けの講座など、図書館を様々に利用できるソフト面のサ
ービスの充実に向けて、検討していきます。
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５

平成27年度点検及び評価

今後の取組の方向性の事後点検

対象施策

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性

【港区学校教育推
確かな学力の育成
進計画】

確かな学力の定着を図る中で、子どもの知的好奇心を高め、自ら意
欲的に学習に取り組む姿勢を育むとともに、個に応じたきめ細かな指
導の充実を図るなど、学力向上に向けた様々な工夫・改善を行いま
す。
１．基礎学力・活用力の習得
子どもの学力を向上させるため、教員の指導力を高めるとともに平
成16年度から継続的に区独自の学力調査を実施し、経年で比較するな
ど学力の課題把握に努めています。
今後は、これまで実施してきた学力調査等をもとに区全体の学力の
教育課題を切り口に教員研修（教科指導に関する研修）の内容を見直
し、一層の学力向上を図ります。また、今年度導入されたタブレット
端末を活用し、思考力や判断力・表現力などの活用力を高める授業の
在り方についても研究していきます。
２．きめ細かな指導の充実
区は独自に小１問題対策や学力向上を図ることを目的として、平成
16年度から「少人数指導講師」「コース別授業講師」を配置するとと
もに、年間２回の区費講師レベルアップ研修を実施しています。ま
た、中学校通学区域を単位とした幼・小中一貫教育を区内全域で推進
し、学力等の課題について、幼稚園・小学校・中学校の教員が連携し
て課題解決を図っています。
引き続き、各学校には、学力向上を目的とした区費講師等を活用し
たきめ細かな指導について学校経営計画をもとに確実に実施するよう
指導するとともに、区の学力の課題をテーマとした区費講師レベル
アップ研修を充実させ、区費講師自身に個に応じたきめ細かな指導に
ついて考えさせる機会を設けるなど資質向上を図ります。
なお、きめ細かな指導については、国や都、区の学力調査結果を踏
まえ、子ども一人一人が学習のつまずきを克服できるよう環境を整え
る必要があります。今後も、教育効果が最大限図れるよう、習熟度や
教科の特性を踏まえた指導を行っていきます。

３．理科教育の推進
児童・生徒の理科教育への興味関心や科学的な思考力を高めるた
め、中学校理科教員、小学校理科担当教員に加え小学校若手教員を対
象とした理科実技研修会を開催しております。また、サイエンスアシ
スタント（小学校）やサイエンスアドバイザー（中学校）など、理科
教育支援スタッフを各学校に配置しています。
今後は、学力調査の結果を分析し、特に課題がある学校について
は、コア・サイエンス・ティチャー（指導教諭）を派遣するなど具体
的な策を講じてまいります。また、区全体の理科の授業改善を図るた
め、科学的な思考を高める実験をテーマとした理科実技研修会を実施
します。さらに、サイエンスアシスタントなど、支援スタッフの有効
な活用方法について研究し、各学校に指導・助言していきます。
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平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在

平成２８年４月に、小学校２年生から中学校３年生の全児童・生徒を対象に区独
自の学力定着度調査を実施しました。各学校においては、調査結果の経年比較等を
通して課題を把握します。さらに、教育委員会独自で調査結果を分析し、区全体の
傾向を把握するとともに、指導室訪問や研修会等で分析結果を指導に活用すること
で、教員の意識啓発を図ります。
さらに、タブレット端末を活用した授業を推進することで、子どもの学習意欲を
高め、思考力や判断力・表現力の向上に努めます。そのため、年間２回(５月２０
日、３月６日)のＩＣＴ活用教育担当者会やタブレット端末の活用方法についての
教員対象の研修会を３回(７月２２日、８月２日、２３日)実施しました。

個に応じた指導の充実に向け、「少人数講師」「コース別授業講師」を学校経営
計画に基づいて全校に配置しました。(平成２８年度は合計1,478時間の配置)
区の全体的な傾向として「理科」の学習に課題が見られることから、今年度は、
特に理科に課題が見られる学校に対して、理科の習熟度別指導や少人数指導が実施
できるよう重点に応じた配置をしています。また、１０月には校長にヒアリングを
行い、区費講師が有効に活用できているか検証するとともに、次年度の学校経営と
関連した「少人数指導」「コース別授業」の方向性について聞き取りを行います。
区費講師の資質向上のため、年間２回の区費講師レベルアップ研修会において、
「少人数指導の在り方」や「子どもの意欲を高める発問について」をテーマに研修
を実施し、講師の育成を行っています。

小学校サイエンス・アシスタント、小学校理科支援員、中学校サイエンス・アド
バイザーについては引き続き、各学校に配置し、理科教育の推進に向けて授業のサ
ポートを行っています。
今年度新たに、小学校・中学校それぞれの理科実技研修会においては、理科教育
を推進する上で、リーダーシップを発揮している教員を講師として実験・観察を中
心とした講義を行うことで、教員の指導力向上を図ります。
また、中学校理科巡回型研修、中学校理科出前授業については、お茶の水女子大
学サイエンス＆エデュケーションセンターから、理科教育について高い専門性を有
する人材を講師として招き、実施します。内容については、区独自の学力調査の結
果を踏まえ、つまづきやすい単元を選択しています。
さらに、各学校に対して、都の事業である「小学生科学展」や「中学生科学コン
テスト」などに多くの児童・生徒が参加するよう働きかけ、児童・生徒の理科への
興味関心を高めてまいります。
教育委員会として、平成32年４月の（仮称）港区立科学館の開館に向け、学習内
容の整理等、行っていきます。

対象施策

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性

【港区学校教育推 個性と能力を伸ば
進計画】
す教育の推進

自ら考え、社会のために主体的に行動する力、他者と円滑なコミュ
ニケーションを図り、課題を発見・解決する力を育成する上で、ＩＣ
Ｔの活用能力を高めることは有効な手段となります。個性と能力を伸
ばす教育の推進に向け、集団宿泊活動や防災や環境などの体験学習や
体験活動を一層工夫・充実していきます。
１．ＩＣＴを活用した教育の推進
ＩＣＴは、児童・生徒の学習への意欲・関心をより高めるとともに
知識・理解を深め、学力向上・表現力の向上を図る有効なツールであ
ると考えています。
今年度、区立小学校全校、区立中学校３校に配備されたタブレット
端末を活用し、子ども同士が学び合える授業を展開します。同時に、
タブレット等の端末を子どもが利用することで情報スキルを習得する
と同時に情報モラルを学習し、人間関係づくり等の社会性を養いま
す。
特に情報モラルについては、引き続き学校が家庭に対し啓発する機
会を設け、コンピューターや多機能携帯電話におけるトラブルについ
て情報提供し、適切な利用について意見交換するなど内容の充実に努
めるよう指導していきます。

２．体験活動の充実
本事業においては、都心を離れた豊かな自然の中で、自然体験活
動、野外活動、農家との交流、農業体験等を通じて体験的な学習活動
を行うことにより、自然を大切にする心の育成、心身の健康増進を
図っています。
また、協力して課題に取り組んだり、ルールやマナーを守る体験を
実践できることで、友情を深めたり、自分の役割に責任をもてるよう
になるなど、集団活動による豊かな人間形成等に役立っています。
事業実施時には、学校ごとに、閉校式等を行い、児童・生徒が体験
学習や集団生活を通して経験したことを情報共有しあう場を設け、翌
年度以降の体験活動内容の参考にしています。今後も体験学習の効果
を検証しながら、更なる体験活動の充実を目指していきます。
また、現行の学習指導要領の内容を踏まえ、健全な心と体を育む教
育を実践するため、体験的な活動を積極的にとりいれることで、学び
の機会を充実させていきます。
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平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在

学校情報化アクションプランに基づき、平成２８年８月末までに、タブレット端
末を各学校に４０台導入しました。これまで、平成２６年度に小学校７校に計２８
０台、平成２７年度に小学校１１校・中学校３校に計５６０台配備しました。今年
度は、中学校７校にタブレットを４０台配備することに加え、小学校においては学
校規模に応じて追加配備します。
また、子どもの意欲が高まるようなＩＣＴ機器を活用した授業展開が実施できる
よう、ＩＣＴ支援員を各学校に派遣するほか、教員を対象としたＩＣＴ活用教育担
当者会を年間２回(５月２０日、３月６日)、タブレット端末の効果的な活用方法等
について夏季休業中に３回(７月２２日、８月２日、２３日)の研修会を実施しまし
た。

小学校移動教室は、６年生を対象に、葛飾区が運営する日光林間学園（栃木県）
にて２泊３日の日程で行い、学校活動の一環として、自然や文化に親しめる体験活
動やハイキング、登山等を行います。
小学校夏季学園は、５年生を対象に、板橋区が運営する榛名林間学園（群馬県）
と文京区が運営する少年自然の家八ケ岳高原学園（長野県）の２つの施設にて、夏
休み期間中に２泊３日の日程で行い、自然体験活動、集団行動、体力の向上などを
目的に行います。
※例年、小学校移動教室は３泊４日、夏季学園は２泊３日の日程で、箱根ニコニコ
高原学園を利用し実施していますが、平成27年度大涌谷周辺での小規模噴火のた
め、平成28年度は他区施設にて実施します。（平成29年度の小学校移動教室、夏季
学園の実施場所については、箱根ニコニコ高原学園を利用する方向で現在検討して
います。）
中学校移動教室は、１年生を対象に、長野県野辺山・八ヶ岳周辺にて３泊４日の
日程で行い、学校教育活動の一環として、自然や文化などに親しめる体験学習やハ
イキング、登山等を行っています。
中学校夏季学園は、２年生を対象に、新潟県上越市・十日町市周辺又は群馬県尾
瀬ヶ原周辺にて、夏休み期間中に３泊４日の日程で、農業体験等を通じた特色ある
自然体験活動や野外活動を行っています。
豊かな自然の中で体験的に学び、登山やハイキングでは最後まで登り歩き切る精
神力を培い、宿泊での集団生活を通して、協力して生活することや友情を育むな
ど、大切な学びがあります。今後も、この体験学習にさまざまな選択肢を積極的に
加えていくなど、校外学習のさらなる充実に努めてまいります。

対象施策
【港区学校教育推 個性と能力を伸ば
進計画】
す教育の推進

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性
３．防災等の安全にかかわる教育の推進
児童・生徒は、防災や防犯、正しい消費者生活などの知識を身に付
け、自ら危険を予測し、回避する能力を身に付ける必要があります。
今後、現在各学校で行っている地域防災訓練の参加や不審者対応訓
練、薬物乱用防止教室、セーフティ教室、家庭科の授業における消費
者教育などについて、児童・生徒が現時点で実践できることと合わせ
て、将来社会に出たときに加害者にも被害者にもならないなど安心・
安全な生活に向け、内容の充実を図っていきます。

４．環境教育の充実
持続可能な社会実現に向けて、学校教育で学んだ環境学習などを基
盤に、子ども自身の生活において環境に配慮した行動がとれることが
重要です。
引き続き、「みなと子どもエコアクション」などの取組を充実させ
るとともに、子どもを通じて家庭に対しても環境負荷の少ない生活の
仕方について啓発してまいります。
さらに、現在他地区でユネスコ・スクールとして活動している実践
事例について研究し、港区の環境教育に取り入れていくなど改善を
図ってまいります。

77

平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在
教育課程に位置付けた地域防災訓練を全ての小・中学校で平成２４年度から実施
するとともに、平成２８年４月に東京都が新たに作成した防災ノートを活用した防
災教育を推進することにより、児童・生徒の防災に関する知識を身に付けるととも
に、行動力を育成します。また、警察等と連携した不審者対応訓練や交通安全教
室、薬物乱用防止教育を行い、身の回りの危険から自分の身を守れるよう児童・生
徒の防犯意識を高めます。
さらに、各学校において、SNSの利用についてルールづくりを行うことにより、
情報を取り扱うときのマナーを身に付ける教育を推進します。

今年度も、全区立幼稚園、小・中学校が「みなと子どもエコアクション」の取組
を充実させ、年間を通して省エネルギーなどの環境配慮活動の実践を通して、幼
児・児童・生徒の地球温暖化防止に貢献する主体的な行動力を育みます。また、引
き続き重点取組項目を設定し、平成26年度にレベルアップした表彰基準を基に校園
長会で優秀園・校を表彰、担当教員への説明会を開催するなど、積極的な取組を喚
起していきます。さらに、環境課が作成する「生きもの学習ガイドブック」を活用
した生物多様性に関する教育や、「小・中学生の環境に関する自主研究」に関する
事前指導などに取り組むことにより、環境に関する知識を習得し、環境に配慮した
行動がとれるようにします。また、平成28年度からユネスコ・スクールの実践事例
等に関して、積極的に学校に情報提供を行ってまいります。

対象施策

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性

【港区生涯学習推 多様な学習資源の
進計画】
活用

学習に対する様々な期待やニーズに応えていくために、関係機関の
みならず、港区にある様々な事業主体と連携していきます。また、そ
の連携を区民に広く伝えていくことで、学習資源の活用をＰＲしてい
くとともに、一人ひとりの生涯を通じた学びを支え、生かせる取組を
展開します。

１．学校支援地域本部事業
企業等（学校支援ボランティア）による専門的な出前授業は、児童
や生徒が豊かな体験や放送局の現役記者やアナウンサーによるニュー
ス制作について等本物と出合う貴重な機会となっており、児童・生徒
のよりよい教育環境の整備の一助となっています。
今後は、都や他自治体の情報等も活用しながら、出前授業や職場訪
問、職場体験に協力してもらえる企業等（学校支援ボランティア）の
拡充に努めます。
また、企業等（学校支援ボランティア）においては、教育内容を熟
知している学校支援コーディネーターが出前授業を参観し、学習指導
要領に基づく専門的な助言を行っているため、効果的なプログラムへ
と発展させることができ、児童や生徒にとってもより質の高い内容と
なってきています。今後も学校支援ボランティアへのフィードバック
を意識したこのような取組を継続します。
事業の拡大については、教育委員会事務局内および総合支所等の関
係部署と連携し、検討を進めます。
さらに、将来的には、地域の力を生かし、各学校の実情に応じたき
め細かい支援ができるよう、地域コーディネーターを各校に配置する
体制の構築に向けて取り組みます。
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平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在

平成28年度から「学校支援地域本部事業」のホームページを作成したことによ
り、ＣＳＲ活動を積極的に行いたい企業からの問い合わせがあり、登録が増えるな
ど成果が出ています。より多くの企業等に出前授業や職場体験の協力を得られるよ
うに引き続き取り組んでいきます。
学校支援コーディネーターは、企業等（学校支援ボランティア）から提案された
出前授業プログラムに対し、学習指導要領に基づく専門的な助言を行っています。
その結果、児童や生徒にとってより質の高いプログラム構成の出前授業となってい
ます。また、学校支援コーディネーターが出前授業を参観した際、次回の出前授業
がより効果的な展開となるように、企業等（学校支援ボランティア）に対して気が
ついた点等を助言しています。これらのフィードバックを意識した取組を今後も継
続して行っていきます。
中学校から支援要望の多い部活動の外部指導員や職場体験については、指導室と
の連携を強化し、効率的に進められるように取り組みます。
地域コーディネーターの各校配置に向けては、現在行っている授業支援を継続し
ながら、学校の実情を把握するため、学校支援コーディネーターを３校（芝小学
校・御田小学校・青南小学校)に月数回程度派遣し、学校長をはじめとした教職
員、ＰＴＡ及び地域の方々と調整を行います。これらを踏まえて、人選や活動場所
等の条件整備後、地域コーディネーターを試行的に配置します。
地域コーディネーターの試行配置に向けては、芝小学校・御田小学校・青南小学
校の各ＰＴＡ会長及びＰＴＡ役員に学校支援地域本部事業の概要やコーディネー
ターの配置に向けた説明を行い、小学校ＰＴＡ連合会長会にも出席し同様の説明を
行いました。また、３校の学校長と学校支援コーディネーター及び事務局をメン
バーとした「学校支援地域本部事業検討会」を開催し、各学校の現況や支援要望に
ついて意見交換を行いました。
今後、学校長・ＰＴＡ等にご意見を伺いながら地域コーディネーターの人選を行
い、活動場所や活動内容、ボランティアの募集方法等の検討を行っていきます。

対象施策
【港区生涯学習推 多様な学習資源の
進計画】
活用

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性
２．青少年の健全育成のための支援
現在、教育委員会では、各青少年対策地区委員会から推薦される青
少年委員を定員数の26名委嘱しています。今後も、各地区委員会から
青少年指導者としての人材推薦を依頼していくとともに、青少年委員
活動を通じて得た経験を各地区に還元するなど、各地区委員会所管の
子ども家庭課とも連携し、青少年の健全育成に努めていきます。千代
田区・中央区合同の中央ブロック研修会、港区での管内外研修等を行
い、青少年の余暇活動や社会問題等のテーマを取り入れる等すること
で、指導者としての教育と青少年教育の振興を図ります。また、青少
年委員の役割を紹介する広報誌を児童にもわかりやすくするために、
図や写真を多くして発行したり、区民まつりで活動紹介をしたりする
ことで、青少年委員会の周知も拡充していきます。それと共に、他自
治体での取組を参考にし、今後の活動内容についても検討、改善をし
ていきます。
居住実態の把握できない児童・生徒に対する対策として、新入学時
に就学時健診を受診せず入学説明会を欠席する等で連絡の取れない場
合や、入学式欠席で連絡が取れない場合、また、転居転入で就学先が
不明な場合には、訪問による居住確認等を行っています。また、小・
中学校では、連続して３日間欠席した児童・生徒に、必要に応じて家
庭訪問の実施や、家庭にスクールソーシャルワーカーを派遣するな
ど、家庭を取り巻く環境の改善に取り組んでいます。今後も引き続
き、家庭、学校、子ども家庭支援センター等の関係機関や地域と連携
して取り組んでいきます。
３．港ユネスコ協会の支援
港区は23区中でもユネスコ協会に多くの補助を行い、国際都市港区
として、国際交流・協力親善の取組みを進めています。特に近年、オ
リンピック・パラリンピック開催が決まり、グローバル化がさらに進
む中でユネスコ協会との連携、ユネスコ事業の取組みは、より一層求
められています。その為、引き続き支援を継続しながらも事業を精査
し、より充実させより多くの区民に事業を発信できるように取り組み
ます。
現在連携している区内各高校、大学以外にも、区内の学校を中心に
事業への参加等を呼び掛けていきます。また、ＳＮＳ等の媒体を利用
し、情報発信にも工夫をし、広報活動を進めていきます。
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平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在

青少年委員については、平成28年度の４月１日から２年間の任期として、地区委
員会からの推薦により、定員である27名を委嘱しました。今年度青少年委員の研修
については、港区が中央ブロック研修会の幹事区をつとめるほか、管外研修も含め
て計４回以上予定しており、青少年指導者としての更なるスキルアップを図りま
す。
青少年委員広報誌「With」も今年度よりデザインを一新し、図や写真を多く使
い、より見やすく親しみやすい内容とすることにより、保護者だけでなく、児童に
もわかりやすいよう工夫を行い、多くの人へ青少年委員の周知を図ってまいりま
す。
また現在、東京23区内で青少年委員制度のある20区に対し、各区の課題等を聴取
するため、アンケートを実施し、その結果も参考にしながら、今後の青少年委員の
活動内容等の改善につなげてまいります。
居住実態の把握ができない児童・生徒に対しては、年３回（４～５月、８～９
月、１２～２月）、居住実態の確認（文書による就学先調査、訪問による居住確
認、出国確認）を行っています。その後も確認ができない場合には、該当児童・生
徒の情報を子ども家庭支援センターに提供しています。

平成28年度も引き続き国際都市港区として、国際交流・協力親善の取組みを進め
ていくために、様々な補助を行っております。特にＳＮＳでの広報活動は、昨年度
よりツイッターを開始しており、他のユネスコ団体とのつながりや拡散機能等によ
り、徐々に事業の周知活動が広がっております。
また、ユネスコ協会の青年活動であるユースフォーラムは、現在連携している区
内各高校、大学の他、区内の他の学校にも周知を広げ、参加者増加につなげること
で、より活発な港区のユネスコユース活動の場となるように取り組んでおります。

対象施策

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性

【港区スポーツ推 子どものスポーツ
進計画】
活動の促進

子どもの頃からスポーツ活動に親しむことは、子どもの体力・運動
能力の向上を図るとともに、生涯を通じて楽しみながらスポーツに取
り組める意識の向上や運動習慣の確立につながります。子どものス
ポーツに対する興味・関心や体力・運動能力の向上を目指した取組を
充実させます。

平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在

１．タグラグビー教室について
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、気運醸成のため、こ
れまでに様々な事業を実施してきました。その一環として、子どもか
ら大人まで、障害の有無にかかわらず、言葉や生活習慣の違いを超え
て、誰もが楽しめる競技であるタグラグビー事業を推進してきまし
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、気運醸成の一環として、子どもか
た。タグラグビー事業は、区民に身近な学校施設を活用し、協会が提 ら大人まで、障害の有無にかかわらず、誰もが楽しめる競技であるタグラグビー事
供する誰もが楽しめるよう工夫されたプログラムと実技指導により、 業を推進しています。
参加者から大変好評を得ています。今後も協会が有する知識やノウハ
タグラグビー教室の対象者は、在住、在勤、在学者で、４か所の小学校を会場と
ウを活用し、これまでの実績をもとに事業を継続して実施します。
して、それぞれ毎月1回（８月除く）実施しております。また、大人のタグラグビ
さらに、大使館職員等向けの教室や東京都港特別支援学校、青山特 ―練習会も3～4回（８月除く）実施しております。
別支援学校、みなと障がい者福祉事業団等の障害者向けの教室を月1回 さらに、タグラグビー指導員資格取得の講座に参加者を推薦するなど、指導員を
開催し、タグラグビー大会を年1回行うなど、事業の拡大を検討してい 育成し、地域で自主的な活動ができるよう支援しております。
ます。
平成28年度から、昨年度より拡充した事業として、障がい者福祉事業団の方々を
タグラグビー教室及び大会を通じて、港区民（在住・在勤・在
対象に、障害者向けタグラグビ―教室を毎月1回（８月除く）実施しています。区
学）、障害のある人区内大使館在勤者等が交流することができ、相互 民に身近な学校施設を活用し、誰もが楽しめるよう工夫されたプログラムと実技指
理解が得られます。
導により、参加者から大変好評を得ています。今後も協会が有する知識やノウハウ
また、コーチ研修会を実施して、地域でのタグラグビーやラグビー を活用し、これまでの実績をもとに事業を継続して実施してまいります。
フットボールの指導員を育成し、地域で自主的な活動ができるように
なれば、事業の拡大・発展につながると考えられます。
これからも、港区に在住者・在勤者・在学者に対して、スポーツ交
流を促進する取り組みを行います。
２．幼児の体力増進の取組について
就学前の幼児期からスポーツ活動に親しむことは、体力・運動能力
の向上を図るとともに、生涯を通じて、楽しみながらスポーツに取り
組める意識の向上や運動習慣の確立につながります。身体を動かすこ
との楽しさを経験することは、その後も継続してスポーツに親しんで
いくきっかけとなります。今後も専門の指導員が有する知識やノウハ
ウを活用し、これまでの実績をもとに事業を継続して実施します。
また、親子で参加できるプログラム（親子で楽しむ運動教室・キッ
ズスイミングスクール・キッズ）を提供することで、子育て世代の交
流や仲間づくりにもつながります。
幼児の体力増進に加えて、地域社会の活性化や子育て支援も推進す
ることができます。
今後とも、各総合支所、子ども家庭課、スポーツ推進委員、指定管
理者等と連携・協力し、事業の拡大を検討していきます。
また、効果の検証方法として、幼児クラスに参加された方が小学生
クラスに新たに参加していただけるか等、利用者から満足度アンケー
ト調査を実施して検証していきます。
これからも、親子でスポーツに参加できる環境を整えるとともに、
身近な場所でスポーツができる環境を整え、幼児の体力・運動能力の
向上を促進する取組を行います。
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幼児の体力増進効果の検証として、幼児クラスに参加された方が小学生クラスに
新たに参加していただけるか等、利用者への満足度アンケート調査を平成28年３月
に実施して検証しました。検証結果として、専門の指導員が有する知識やノウハウ
を活用した、幼児向けスイミングスクールの水慣れ、バタ足クラスにおいては、小
学生クラスにも引き続き、参加していただくことができました。幼児向けスイミン
グスクールは、人気があるプログラムですので、短期夏季限定の幼児向けスイミン
グスクールを実施してまいります。
また、子ども家庭課と連携して、区、私立幼稚園・保育園児対象に、港区スポー
ツセンターの小プールを遊び場等の施設として、開放しております。
さらにキッズフットサル教室や親子で楽しむ運動教室を引き続き実施してまいり
ます。
平成28年度の新規事業として、３歳児以下を対象にベビースイミングを実施して
います。就学前の幼児期からスポーツ活動に親しむことは、体力・運動能力の向上
を図るとともに、生涯を通じて、楽しみながらスポーツに取り組める意識の向上や
運動習慣の確立につながります。
今後とも、各総合支所、子ども家庭課、スポーツ推進委員、指定管理者等と連
携・協力し、幼児の体力・運動能力の向上を促進していけるよう、事業の充実を
図ってまいります。

対象施策
【港区スポーツ推 子どものスポーツ
進計画】
活動の促進

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性

平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在

３．遊び場開放事業の実施
都心区において子どもたちが自由に遊べる空間の確保が難しい中、
身近な学校施設を利用して、児童・幼児の身近で安全な遊び場として
開放し、子どもたちを交通事故その他の危険から守るとともに、健全
育成を図ることを目的として実施し、今後も継続していきます。
運営はＰＴＡ、外部指導員（固定）、大学生など、各学校によって
工夫していますが、開放員の確保については、ＰＴＡ等の意見・要望
も聞きながら、より安定した運営をめざします。

平成28年度は小学校17校で遊び場開放を実施しております。学校とも協力し、身
近で気軽に遊べる場の提供に努めております。
運営はＰＴＡをはじめ、外部指導員等により、安全安心に見守ることのできる開
放指導員を確保し、順調に運営しています。
今後も安定した開放指導員の確保による事業運営をめざし、各学校の開放指導員
へ平成28年8月にアンケート等を実施し、その意見を踏まえ、事業の運営に反映し
ていきます。
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対象施策
【港区立図書館
サービス推進計
画】

子ども読書活動の
推進・支援

平成27年度点検及び評価に対する
教育委員会の今後の取組の方向性

平成28年度の取組状況（予定を含む）
平成28年９月12日現在

乳幼児から中高生まで、子どもの成長を読書という側面から支え、
読書に親しみ、生涯を通じて本をとおして学ぶ大人になることの手助
けをすることを目指します。港区教育ビジョンに示された人間像を踏
まえ港区子ども読書活動推進計画に沿って進めていきます。
１．ブックスタート事業の推進
港区の出生率が1.39となり子どもの数が増えて、ブックスタートの参加者数も増
保護者が図書館に足を運び子どもや自身のために本を読むきっかけ 加しています。両親揃っての参加が半数以上を占め、母親だけでなく父親への読み
となったり、保護者同士の交流の場となるよう、今後も、図書館員の 聞かせの大切さを知らせることが多くなりました。保健所の「うさちゃんくらぶ」
資質向上と活動の周知に努めながら継続していきます。
での配布も継続します。26年度1,645組。27年度1,843組。予算を増額して実施して
います。
２．区立図書館による年齢に応じた図書の推薦
中高生懇談会や、子ども読書まつり等行事の中でアンケートを実施
し、区立図書館員が掲載する図書の選定に役立てています。表紙イラ
ストにも区内在住・在学の小中高校生から数多くの応募があり、より
身近なブックリストとなっています。図書の推薦は、現在、図書館の
ＨＰ上でも行っていますが、より効果的な見せ方ができるよう検討し
ていきます。今後は、多くの子どもが、区立図書館や学校図書館を利
用し、実際に本を手にする機会を増やせるよう選書していきます。

３．大使館と連携した活動の展開
港区の特徴、強みを生かした事業であるため、図書館と指導室の連
携をいっそう強化し、学校での効果的な事業の周知を図るとともに、
各学校単位での事業の展開を目指します。
また、内閣府主催の青年海外派遣報告会など、国際理解教育の観点
から、児童・生徒にとって有益なものは、積極的に周知していくとと
もに、区の小中学生海外派遣事業等と関連づけた事業の展開を検討し
ていきます。

４．調べ学習の支援・推進
学校図書館での学びを区立図書館は学校教育課程に合わせた様々な
資料の提供で支援していきます。また、学校図書館関係者連絡会を通
し、学校間の情報交換の場の提供や資質向上のための講演会などの支
援も行います。
さらに、教員とＲＡＳの連携を強化し、各教科の学習のねらいを高
度に達成できる調べ学習について、これまでの実践事例を踏まえて研
究していきます。
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中高生懇談会は、平成28年２月４日麻布図書館で見学と懇談会を開催しました。
公立中学（１名）、私立中高（４名）、都立高校（２名）の参加がありました。日
程調整の関係で、高陵中学校には図書館員が訪問し４名の生徒から多くの意見を聞
くことが出来ました。表紙イラストの募集だけでなく、中高生におすすめの本のＰ
ＯＰを作成してもらい「ＰＯＰバトル」をみなとと高輪分室で開催し、貸出に繋げ
ました。今年度は、全館での開催にむけて準備をしています。また、図書館ＨＰに
おすすめ本を掲載しています。ブックリスト掲載本をすべて同じページで閲覧でき
るよう今年度7月からＨＰレイアウトを変更しました。

平成28年度は、赤坂図書館では赤坂中学校生がカナダ大使館を訪問する予定で
す。麻布図書館では8/10～25までブラジル大使館との連携で写真パネルと本の展示
を行いました。
また、平成28年度は、さらに国や都主催の海外派遣の発表会を周知し、参加を働
きかけるとともに、小中学生海外派遣の結団式や報告会等において、オーストラリ
ア大使館等との連携を深めてまいります。

学校図書館関係者連絡会で各学校からの情報提供を受け、夏季学園や修学旅行の
事前学習に合う資料を選書し、準備しました。ＲＡＳだけでなく教員からの意見や
情報交換を行っています。小学校は平成27年度から、中学校は平成28年度から教科
書改訂が行われ、国語教科書に掲載されている本のセットも刷新しました。みなと
子ども読書まつりでは、理科教育に合わせた講演会を行い、引き続き調べ学習に繋
げられるプログラムにしたことにより参加者も増えました。平成28年度は、区政70
周年事業の一つである10月実施予定のサイエンスフェスタと連携し、調べ学習に繋
げます。

資料Ⅰ

点検及び評価の経過

年 月
平成 28 年 6 月 7 日

内 容
第１回評価会議

平成 28 年 6 月 14 日

第６回
教育委員会定例会

平成 28 年 7 月 4 日

第２回評価会議

平成 28 年 8 月 23 日

第３回評価会議
教育委員と評価
委員の合同会議

平成 28 年 9 月 12 日

資料Ⅱ

第９回
教育委員会定例会

実施概要
・評価委員の委嘱
・評価対象テーマの抽出
・スケジュールの確認
・評価対象テーマの決定
・評価方法・スケジュールの決
定
・教育委員会事務局での自己評
価の提示・ヒアリング
・評価委員の意見の提示
・評価委員と教育委員との意見
交換

・教育委員会における点検・評
価報告書(案)審議・議決

評価委員

点検及び評価の実施にあたっては、教育に関し学識経験を有する者
の知見の活用を図り、4 人の評価委員から意見をいただきました。
流通経済大学社会学部教授
国立教育政策研究所名誉所員
日本大学大学院新聞学研究科教授
日本大学法学部新聞学科教授

小

松

郁

夫

岩

渕

美

克

柴

田

彩千子

東京学芸大学教育学部准教授

森

嶋

昭

日本体育大学児童スポーツ教育学部教授

伸
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資料Ⅲ

実施要綱

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱
平成21年3月18日
20教庶第1618号
(目的)
第 1条

こ の 要 綱 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 31年 法 律 第

162号)第27条の規定に基づき、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が実施
する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事
項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条

点検及び評価の対象は、
「港区基本計画」、
「港区学校教育推進計画」、
「港区

生涯学習推進計画」、
「港区スポーツ推進計画」、
「港区立図書館サービス推進計画」、
「港区子ども読書活動推進計画」及び「港区の教育」に掲載された主要施策及び
教育施策上の重要課題とする。
(点検及び評価の実施)
第3条

委員会は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について点検及び評価を

実施する。
2

評価に当たっては、教育に関し学識経験を有する者を評価委員とし、その知見
の活用を図る。
(報告等)

第4条

委員会は、別記様式1により、点検及び評価結果の報告書を作成し、港区議

会に報告し公表する。
(委任)
第5条

この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付

則

この要綱は、平成21年3月18日から施行する。
付

則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
＜参考＞
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第二十七条

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の
規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行
の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これ
を議会に提出するとともに、公表しなければならない。
２

教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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