
Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度政策評価〕

政策名
（中項目）

政策分類
（略称）

所管部課
政策評価
担当部

政策目標

政策指標

指標１

指標２

指標３

政策指標の推移

年度実績 年度見込 年度見込 年度目標 年度目標

13 16 17 20

指標１ 24 校 28 校 29 校 31 校
（達成度） (77.4%) (90.3%) (93.5%) (100.0%)
指標２ 114 件 170 件 200 件
（達成度） (50.0%) (90.0%) (95.0%)
指標３ 403 人 430 人 450 人
（達成度） (89.8%) (95.8%) (98.0%)

【実績評価】（政策指標の推移から）

①政策評価

【総合評価】（今後の政策の方向性）

　個に応じた少人数・ティームティーチングの指導体制を確立していくため、正規教員の加配の学
校を増やしていくことによって充実を図っている。また、それを支えていくための教員研修への参
加実績については、高い水準ではあるが、さらに内容等の工夫により、充実を目指す必要がある。
特別な支援を必要とする児童・生徒への教育については、適正就学への理解とともに、学級運営の
安定や子どもの対応策について検討の必要がある。

　現行事業の成果は、着実に現れているが、社会状況の変化や制度の変化に伴う新たな教育課題に対応
するため、事業の見直し等の検討を進めていく必要がある。特に、教職員の育成にかかわる内容や新し
い課題への学校での取り組み、地域や大学との連携による学校支援体制の拡充、特別支援教育への新た
な検討、などのために今後も政策の内容の充実を図る。
　１　新たな教育課題に対応していくため、教員育成の体制をさらに充実し、資質の向上を図る。
　２　地域の人材活用や大学との連携による学習への指導補助の体制の充実を図る。
　３　特別支援教育を推進するため､福祉･保健分野との連携を視野に入れ､学校での具体策を検討す
る。
　４　開かれた学校づくりの推進のため、外部評価の実施と地域社会との連携を推進する。
　５　学校の適正規模・適正配置についての検討を進めることにより、学習環境の充実を図る。

410 人 414 人
(91.3%) (92.2%)

154 件 156 件
(53.0%) (88.0%)

25 校 26 校
(80.6%) (83.9%)

年度実績 年度実績

14 15

　次代を担う子どもたちが、心身ともに健康で知性と感性に富み、豊かな人間性を身に付ける
ため、自らの良さを発揮し、人を思いやる心を育み、確かな学力を培い、個性、能力を伸長し
ていく学校教育を行う。

少人数学習、ティームティーチング実施のための県費正規教員の加配学校数 ÷ 総小中学校数

就学指導委員会の判断を受け入れた件数 ÷ 就学相談件数

小中学校教員の研修修了者数 ÷ 同研修申込者数

平成16年度文京区政策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせ
る

Ⅱ基本政策
　　１　学ぶ楽しさ
　　　(1)　学校教育

学校教育部（庶務課・学務課・指導室・教育改革担
当課・教育センター）生涯学習部（文化振興課・ス
ポーツ振興課）総務部（総務課）区民部（男女平等
青少年課）福祉部（福祉センター）

学校教育部

政策評価シート１



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度政策評価〕

政策名； 学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

政策評価担当部の改革プラン （記入日 17 年 1 月 18 日）

（外部意見等）

学識経験者

区民意見・要望等（聴取した媒体等）

②改革プラン

学校教育を取り巻く社会環境は、日々変化しており、様々な視点で捉えていくことが大切である。
その中から取り組むべき課題を明確にし、次世代を担う子どもたちが、自らのよさを発揮し、人を
思いやる心を育み、確かな学力を培い、個性、能力を伸長していくための政策を推進していく必要

がある。
学校教育の真の力を発揮し、社会状況や教育制度の変化に伴う教育課題に対応する取り組みとし

て、以下の事業を推進する。
①　平成１６年度末に実施する学力定着状況調査の結果等を踏まえ、学校の実態に応じた授業改善

を図るとともに、少人数授業及びティームティーチングの充実を進めていく。
②　平成１７年度から、心身障害教育に変わる新しい特別支援教育の方向性の確立、体制の整備を
図るため、心身障害学級が設置されている学校から研究モデル校を指定し、区における特別支援教

育のあり方を検討し、確立を目指す。
③　教員の自己申告書やキャリアプランを活用し、それぞれの教員の課題に対応した研修や指導に

より資質の向上を図るとともに、様々な教育課題に応じた研修内容を充実していく。

政策評価シート２



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17

指標 23 35

（達成度） (56.0%) (85.3%)

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

①継続指導による教育効果を高めるため、幼児から高校生にいたるまでの保育・教育機関
の交流を活発にする。

区民部（男女平等青少年課）、学校教育部（指導
室）

指導室

　幼稚園・小学校・中学校・高校の保育教育機関の交流を活発にし、継続指導の教育効果
を高める。

それぞれの保育教育機関がもつ機能を十分考慮し、具体的交流の中から、文京区における
教育力を向上させる。

幼・小・中の交流実施校園 ÷ 総学校幼稚園数

年度実績 年度見込

13 16

30

(73.2%)

区民部では、国・私立中学、国・都・私立高校、区立小・中学校の教員と関係機関との連
絡会を開催している。
学校教育部では、具体的交流の他、幼・小・中の教員合同研修及び幼・小・中合同の研究
発表会の実施、研究冊子の作成、幼・小・中の連携教育のモデル校を指定し研究を実施し
ている。

幼・小・中の連携については、現状でも学区域や地域的なつながりを生かして様々な方法
で実施しているが、教育委員会としては、さらに連携教育の効果を促進するための施策を
実施し、具体的な内容について充実していくことが課題である。また、18年度以降につい
ては、モデル校の研究成果を文京区の教育に生かしていく必要がある。

評価

達成度が低い 今後、着実に成果の向上を図る

実施状況については、一定の評価をすることができるが、今後は、内容の充実について、
検討していく余地は十分にあると言える。

施策評価シート①



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 18

指標 25 校 26 校 29 校 31 校

（達成度） (80.6%) (83.9%) (93.5%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

②習熟度別授業や少人数学習を実現し、基礎学力の徹底を図る。

学校教育部(指導室) 指導室

小学校・中学校における学力向上及び基礎学力の充実を図る。

小学校・中学校における授業改善を推進することによって学力向上を図る。

少人数学習、ティームティーチング実施のための県費正規教員の加配学校数 ÷ 総小中学校数

年度実績 年度見込

13 16

24 校 28 校

(77.4%) (90.3%)

学校週5日制実施にともない、学力低下への懸念の声がある中で、ティームティーチング
や少人数授業の充実、大学との連携学校活動支援事業、学力向上の様々なモデル校、学力
定着状況調査等を実施し、学力向上を推進している。
ティームティーチング及び少人数授業については、教員の加配を含めると全校で実施して
いるところである。

学力向上の方策は、学校の実態に応じた形で進める必要があり、今後とも継続して研究
し、改善充実を図る必要がある。さらに、教員の資質の向上や授業改善工夫も合わせて推
進していくことが大切である。また、学習内容定着状況調査の結果や、学力向上モデル校
及び学力向上フロンティアモデル校（国事業）の研究成果を生かしていくことが課題であ
る。

評価

達成しつつある 今後、着実に成果の向上を図る

限られた財源の中での学力向上施策の推進状況としては、充実してきているといえる。
今後も、実態に応じた工夫を進めるとともに、教員の資質向上と合わせた方向を考えてい
く必要がある。

施策評価シート②



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 18

指標 41 校 41 校 41 校 41 校

（達成度） (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

③福祉・環境・情報技術（ＩＴ）・国際理解など、社会の変化に応じた課題の教育を推進
する。

総務部（総務課）、福祉部（福祉センター）、学校
教育部（学務課・指導室・教育センター）

指導室

学校教育を取り巻く社会環境は、日々変化しており、様々な視点からとらえていくことが
大切である。その中から取り組むべき課題を明確にし、できる限り幅広く対応していくた
め、推進体制の改善･工夫に向けて取り組んでいく。また、様々な課題に対する教員の資
質向上策や、学校自体の研究事業を実施する。

子どもや学校教育を取り巻く社会環境は、広範囲にわたって大きく変化しており、これに
できる限り対応した課題教育の充実、発展を図る。

特色ある学校づくり推進校 ÷ 総学校幼稚園数

年度実績 年度見込

13 16

41 校 41 校

(100.0%) (100.0%)

様々な教育課題に対応する教職員研修の実施、学校内の研修の実施、研究モデル校の指
定、特色ある学校づくりを推進するとともに、各学校に対しての指導助言を行っている。

教職員研修については、様々な課題に対応すべくできるだけ柔軟に実施しているが、社会
状況、課題の変化を十分考慮した迅速な対応を迫られている。

評価

達成しつつある 今後、着実に成果の向上を図る

様々な教育課題に対する十分な対応をしている。

施策評価シート③



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17

指標 154 件 156 件 200 件

（達成度） (53.0%) (88.0%) (95.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

④特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への教育を充実させる。

総務部（総務課）、学校教育部（庶務課・学務課・
指導室・教育センター）

学務課

　保護者の経済的負担軽減のための補助金交付や、指導の充実・円滑な学級運営のための
非常勤講師・介助員・プール指導員等の配置、及び相談事業を行っている。

　教育上特別の支援を必要とする児童・生徒・幼児の教育のための体制整備と効果的な指
導等について充実を図る。

就学指導委員会の判断を受け入れた件数 ÷ 就学相談件数

年度実績 年度見込

13 16

114 件 170 件

(50.0%) (90.0%)

　子どもの数が減少傾向にある中、障害や発達の遅れに関する相談件数は増加傾向にあ
る。平成16年度には心身障害学級を小中学校に各1クラス増級した。適正就学が進んでい
るものの、幼稚園の特別保育をはじめ、学級運営の安定や子どもの安全という現実的対応
の観点から、依然として、講師等の配置が必要な状況である。また、平成15年度には中学
校に情緒障害のための通級学級を1クラス開設したが、こうした、通常学級に在籍する
LD、ADHD、高機能自閉症の子どもへの教育的対応の必要性が高まっている。

　現状では子どもの障害や発達に応じた適正就学をさらに進めることが大切である。一
方、文部科学省は、これからの心身障害教育について、これまでの「特殊教育」から、一
人一人の教育ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を打ち出
している。「特別支援教育」の実現のためには、より一層きめ細かな教育支援が必要とな
り、その体制にスムースに移行することが大きな課題である。

評価

達成しつつある 重点施策として拡充し、成果の向上を図る

　新たな体制への変換に向けて、新たな施策が求められる。平成16年度重点施策として開
始した「バリアフリーパートナー運営事業」は「特別支援教育」を実現するための人材確
保を目的としており、軌道に乗せる必要がある。また、一人一人のニーズに応じた教育的
支援を行っていくための施策については、今後、福祉、保健の分野とも連携する必要があ
る。

施策評価シート④



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17

指標 31 31 31 21 　

（達成度） 67.7% 67.7% 67.7%

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

67.7%

31

67.7%

31

年度実績

13

評価

重点施策として拡充し、成果の向上を図る達成度が低い

平成16年度文京区施策評価表

教育改革担当課

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

⑤　学校適正規模・適正配置を推進する。

総務部総務課、学校教育部学務課、学校教育部教育
改革担当課

　著しく小規模化した学校が生じており、学校の適正配置の推進は喫緊の課題となってい
る。教育改革区民会議の審議を踏まえ、児童生徒数に応じた適正な学校数、適正な配置等
の将来ビジョンの策定に取り組むものであり、重点施策として拡充し、成果の向上を図る
必要がある。

①集団教育の観点から学校の適正規模を確保するため学校の適正配置を進める
②学校選択の幅の拡大について検討を進める

小学校及び中学校の学校数
達成度：小学校及び中学校の学校数に対する「文京区立学校適正規模適正配置審議会最終
答申」における適正規模に応じた学校数(小学校１５校程度、中学校６校程度）の割合

　学校適正規模・適正配置についての理解と共通認識を深める。新たな教育課題を含め、
調査研究を進める。学校選択の幅の拡大について検討を進める。

　学校適正規模・適正配置については、文京区立学校適正規模・適正配置審議会最終答申
及び平成10年教育委員会決定「文京区立小・中学校第2次適正配置について」と平成13年
教育委員会決定「文京区立幼稚園の適正配置・3年保育に係る実施計画について」の考え
方に基づいて行うこととしている。

　近年の児童生徒数の減少傾向、平成15年度からの中学校における学校選択制度導入等の
状況変化を受け、学校配置の考え方の見直しを平成15年10月に教育委員会の附属機関とし
て設置した教育改革区民会議に諮問している。

施策評価シート⑤



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 18

指標 410 人 414 人 450 人

（達成度） (91.3%) (92.2%) (98.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

⑥学校教育の新たな課題に対応するため、教師の資質向上を図る。

学校教育部（庶務課・学務課・指導室・教育セン
ター）

指導室

教職員に必要な資質・能力の向上を図るため様々な研修等を実施し、積極的に受講を促進
させる。

年度当初の自己申告書やキャリアプランの作成により、自己の研修課題を明確にするとと
もに、具体的な研修や指導等を通して、文京区立学校の教職員としての資質の向上を図
る。

小中学校教員の研修終了者数 ÷ 同研修申込者数

年度実績 年度見込

13 16

403 人 430 人

(89.8%) (95.8%)

教職員に対する研修としては、職層別や、進路指導・生活指導・保健主任等の職務研修、
初任者及び10年経験者研修の必修研修、様々な教育課題に対応する選択課題別研修を東京
都と共同でまた、区独自で実施しているところである。
学校での職務の状況にあわせて、実施時期や内容を工夫しており、教員の出席率の一層の
向上を目指している。。

様々な教育課題に対応できる能力を育成するため、選択課題別研修の課題は、広範な内容
が求められる。一方では、課題のある教員に対する着実な改善を図る方策を個別に対応す
ることが課題となっている。また、校種別の教育研究会や各校での校内研修との関連も視
野に入れていく必要がある。

評価

達成しつつある 今後、着実に成果の向上を図る

教員の資質向上策としては、教職員の研修の内容の充実、課題の設定の柔軟性等の対応が
求められるが、担当指導主事の配置等を工夫し、資質向上を推進している。教員の資質向
上については、一定の成果が上がっていると評価する。

施策評価シート⑥



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 18

指標 31 校 41 校 41 校 41 校

（達成度） (75.6%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

⑦学校運営に保護者や地域の声を反映すると共に、地域の人材の活用を図る。

学校教育部（指導室） 指導室

幼稚園・小学校・中学校が、学校運営や教育内容について保護者や地域関係者の参画を求め、その意向を反
映するとともに、自ら学校情報を発信し、学校の支援体制をつくるとともに、教育内容の改善を図る。
　また、総合的な学習の時間をはじめ、他の授業の補助、進路指導、職業体験など学校の授業等において、
保護者や地域の人材を積極的に活用し、学校の教育内容の改善・充実を図る。

学校運営連絡協議会を全小・中・幼稚園において設置する。
総合的な学習の時間や、特色ある学校・幼稚園づくりなどで、地域人材を積極的に活用す
る。

学校運営連絡協議会実施校 ÷ 全学校数

年度実績 年度見込

13 16

31 校 41 校

(75.6%) (100.0%)

学校運営連絡協議会については、１５年度から全小・中・幼稚園において設置している。
また、総合的な学習の時間の講師謝礼については、平成１２年度から全小・中学校におい
て予算化し、各学校の特色に応じた取り組みをしているところである。幼稚園について
も、特色ある幼稚園づくりの経費を生かし、地域の人材活用をしている。

学校運営連絡協議会については、各学校でスタートしたところであり、より効果的に地域
の声を活かしていく必要がある。そのためには、教育委員会と学校が連携し、より効果的
な運営方法を研究し、充実を図っていく必要がある。
　総合的な学習の時間や、特色ある学校づくり及びティームティーチング・少人数指導な
ど学力向上を図るため、授業等への活用方法については、教育委員会として、より一層の
充実を図るための指導助言をしていく必要がある。

評価

達成しつつある 今後、着実に成果の向上を図る

全小・中学校・幼稚園については、十分に地域・保護者の声を反映し運営しているところ
であるが、今後、より一層の成果の向上を図る必要がある。
　地域の人材等の授業等への活用については、教育的効果を向上させるため、引き続き指
導助言をしていく。

施策評価シート⑦



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 8,931 件 10,111 件 12,000 件 13,000 件

（達成度） 68.7% 77.8% 92.3% 100.0%

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

⑧学校施設を地域に開き、区民に一層身近なものにする。

学校教育部（学務課・指導室）
生涯学習部（文化振興課・スポーツ振興課）

学務課

 学校運営上支障がないと認める範囲内において、生涯学習その他公共のために学校施設
（講堂・屋内運動場・格技室・教室・校庭）の使用を認めるものである。

　学校施設を各地域の特性や実情に応じて、地域に広く開放し、区民に一層身近なものに
する。

　使用件数 ÷ 目標件数

年度実績 年度見込

13 16

11,954 件 11,000 件

92.0% 84.6%

　授業・学校行事やその準備、部活動など学校が使用する時間帯を除き（平日：小学校
午後６時から９時まで　中学校午後６時３０分から午後９時まで　土・日・祭日：午前９
時から午後９時まで）使用承認を行っている。使用目的は、スポーツ・レクリエーショ
ン・文化活動・福祉活動・地域自治活動となっている。現状は学校の判断により使用を認
めている。

　使用団体の固定化が進んでおり、新しい団体が使用しずらくなっている。また、セキュ
リティの問題等ハード面の整備が進まないなかでは、開放できる場所を限定せざるをえな
い。
　使用承認は、学校長の責任で行っているが、開放の促進には学校長の責任の緩和が必要
である。

評価

達成しつつある 今後、着実に成果の向上を図る

　現在、教育改革区民会議第四部会において「開かれた学校」をテーマに検討が行われて
いる。答申の時期は未定であるが、課題にあるとおり学校長の責任の緩和を含めて、検討
を行い、今後更なる地域への開放を進めていくことが重要である。

施策評価シート⑧



Ⅱ１(１）学校教育〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 20

指標 11 校 14 校 21 校 31 校

（達成度） (35.5%) (45.2%) (67.7%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

平成16年度文京区施策評価表

学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる

⑨新しい学習環境に対応するため、学校施設設備の改修・改築を進める。

学校教育部（学務課、教育センター） 学務課

　老朽化した校舎の全面改築を進めるとともに、施設・設備の改修に努め、学習環境の向
上を図る。また、学校施設は災害時の一時避難所に指定されていることもあり、耐震性能
の向上を図るため、計画的に補強工事を実施する。

　安全で良好な教育環境を提供するため、学校施設の計画的な改築・改修をすすめる。

　改築・改修を行った学校数 ÷ 改築・改修が必要な学校数　（改築・校庭・給食室・耐
震）

年度実績 年度見込

13 16

4 校 17 校

(12.9%) (54.8%)

　実施計画上の改築工事・校庭整備・給食室の改修・耐震補強工事については、計画的な
執行が行われているが、その他多くの設備・改修については思うように進んでいないのが
現状である。一般修繕費の執行についても工夫はしているが、いわゆる大規模改修（外
壁・屋上防水・内装改修・便所改修等）についての必要性が年々増加している。

「文京区区有施設の中長期改修計画」において教育施設については、建築後６０年以上経
過した建物は、小学校４棟、中学校１棟あり、中長期改修計画の対象外とされている。ま
た、屋上防水、外壁サッシュ、内装、電気設備、給排水設備、空調設備、ガス設備では、
平成１６年度に耐用年数を過ぎた施設は延べ、１７６棟に達する。今後、中長期改修計画
にのっとり、改修を進めるにも、莫大な費用が必要となる。

評価

達成度が低い 今後、着実に成果の向上を図る

　学校の適正規模の考え方を踏まえ、適正配置を視野にいれた施設数の見直しを実施し、
その維持管理をしていくことが、今後必要になっていくと考えられる。

施策評価シート⑨




