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１ 羽村市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

の実施について 

（１）点検・評価の目的 

羽村市教育委員会（以下「教育委員会」という。）では、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年、その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、課題や取組みの方向性を明ら

かにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

また、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、

公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行

政を推進する。 

 

（２）点検・評価の対象 

  令和３年度羽村市教育委員会の教育目標に基づく次の５つの方向性に掲

げる主な事務事業（新規・レベルアップなど）を対象とする。 

ⅰ 小中一貫教育を柱とした教育の充実 

ⅱ 多様なニーズに応じた教育の充実 

ⅲ 教育環境の整備 

 ⅳ 学習活動の活性化 

 ⅴ 学習成果の積極的な活用 

 

（３）点検・評価の実施方法 

  ア 点検・評価は、前年度の教育委員会の主な事務事業の取組状況を総括す

るとともに、課題や今後の取組みの方向性を示すものとし、毎年１回実施

する。 

  イ 事務事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の

意見を聴取したうえで、教育委員会が点検・評価を行う。 

  ウ 教育委員会において、点検・評価を行った後、その結果を取りまとめた

報告書を羽村市議会へ提出するとともに、その報告書を市民に公表するも

のとする。 
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２ 羽村市教育委員会教育目標 

 

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質

を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。 

 同時に、教育は、社会の変化に対応して絶えずそのあり方を見直していかなければなら

ないものであり、経済・社会のグローバル化、情報技術革命、地球環境問題、少子高齢化

など、時代の変化に主体的に対応し、日本の未来を担う人間を育成する教育が重要になっ

ている。 

 また、誰もが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ

たって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に

活かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

 羽村市教育委員会は、このような考え方に立って、以下の「教育目標」に基づき、積極

的に教育行政を推進していく。 

 

 

 教育目標 

 

羽村市教育委員会は、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができる

生涯学習社会の実現を図る。 

また、子どもたちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、人間性豊かに成長するこ

とを願うとともに、明日の羽村をつくる能力や態度の育成を目指し、 

・互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間  

・社会の一員として、社会に貢献しようとする人間  

・自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人間 

の育成に向けた教育を推進する。 

そして、教育は、学校・家庭・地域のそれぞれが責任を果たし、連携して行わなければ

ならないものであるとの認識に立って、すべての市民が教育に参加することを目指してい

く。 
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羽村市教育委員会の基本方針 

 

 羽村市教育委員会は、先の「教育目標」を実現するため、羽村市教育大綱である羽村市

生涯学習基本計画を踏まえた次の４つの基本方針を基に、教育施策を実施していく。 

 

基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成 

すべての大人、子どもたちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの

心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが

求められる。 

 そのために、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、自由と責任につ

いての認識を深めさせ、公共心をもち自立した個人を育てる教育を推進する。 

 

基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長 

グローバル化と情報技術革命が進展する中で、国際社会に生き社会の変化に対応できる

よう、子どもたち一人ひとりに個別最適化された学びを提供し、思考力、判断力、表現力

や学びに向かう力、人間性などの資質・能力を育成することが求められる。 

そのために、多様な教育ニーズに配慮し、基礎的な学力の向上を図り、子どもたちの豊

かな個性と創造力を伸ばすため、小中一貫教育を柱とした特色ある教育を推進する。 

 

基本方針３ 「市民の教育参画」と「総合的な教育力」の充実 

学校・家庭・地域の連携、協力とすべての市民の教育参画を進め、子どもたちの健やか

な成長を地域社会全体で支えるとともに、市民の感覚と学校経営の感覚をより重視して、

教育行政を力強く展開することが求められる。 

そのために、学校・家庭・地域の教育力を高め、その連携が進むよう支援するとともに、

市民に信頼される魅力ある学校づくりを支援する。 

 

基本方針４ 「生涯学習」の推進 

市民一人ひとりが生涯にわたって学習することができ、その成果を適切に活かすことが

できる環境を整えることが求められる。 

そのために、羽村市生涯学習基本計画に基づき、乳幼児期から高齢期に至るまで切れ目

なく、主体的にいつでもどこでも楽しく学び、互いに連携協力し、その成果を人や地域の

ために活かすといった循環型の学習活動が行えるよう支援する。 
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令和３年度 教育委員会の主な事務事業 

 

                  ◎ 新規  ○レベルアップ  ・重点 

１ 小中一貫教育を柱とした教育の充実 

 

・確かな学力の育成 ＜学校教育課＞ 

・中学校区ごとの特色ある教育活動の充実 ＜学校教育課＞ 

・読書活動の充実 ＜学校教育課＞ 

・オリンピック・パラリンピック教育の推進 ＜学校教育課＞ 

・英語教育の充実 ＜学校教育課＞ 

・音楽教育の充実 ＜学校教育課＞ 

・特色ある学校づくりの充実 ＜学校教育課＞ 

・人間学（キャリア教育）の実施 ＜学校教育課＞ 

・羽村学（郷土学習）の実施 ＜学校教育課＞ 

・健康な体づくりの推進＜学校教育課＞ 

 

 

 

 

２ 多様なニーズに応じた教育の充実 

 

○特別支援体制の充実（インクルーシブ教育システムの構築）＜教育支援課＞ 

・特別支援教育の充実（発達支援体制の充実）＜教育支援課・教育相談室＞ 

・教育相談の充実（スクールソーシャルワーカー等と連携した支援体制）  

＜教育相談室・学校教育課＞ 

・教育相談の充実（いじめの未然防止、早期発見対応の取組み） 

                     ＜教育相談室・学校教育課＞ 

 

 

 

 ３ 教育環境の整備 

 

   ・学校教育施設の計画的な改修 ＜生涯学習総務課＞ 

   ○小・中学校のＩＣＴ環境の整備 ＜学校教育課＞ 

   ○学校における働き方改革の取組み ＜学校教育課＞ 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

４ 学習活動の活性化 

 

○第二次羽村市生涯学習基本計画の策定 ＜生涯学習基本計画担当＞ 

・生涯学習コーディネート機能の運用 ＜生涯学習総務課＞ 

・初心者講座の実施 ＜生涯学習総務課＞ 

・地域教育シンポジウムの実施 ＜生涯学習総務課＞ 

・東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラム 

 関連事業の実施 ＜生涯学習センターゆとろぎ＞ 

・生涯学習センターゆとろぎ市民協働事業の推進 

 ＜生涯学習センターゆとろぎ＞ 

   ・大学との連携による講座の充実 ＜生涯学習センターゆとろぎ＞ 

   ・企業等との連携による生涯学習事業、芸術鑑賞事業の実施 

                       ＜生涯学習センターゆとろぎ＞ 

   ・伝統文化交流事業の実施 ＜生涯学習センターゆとろぎ＞ 

   ・子ども向け体験学習機会の充実 ＜生涯学習センターゆとろぎ＞ 

   ・スポーツを通じた健康づくりの推進 ＜スポーツ推進課＞ 

   ・東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会成功に向けた 

    取組みとスポーツの推進 ＜スポーツ推進課＞ 

   ・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た 

    障害者スポーツの推進 ＜スポーツ推進課＞ 

   ◎次期スポーツ推進計画の策定 ＜スポーツ推進課＞ 

   ・創意工夫による図書紹介と図書館サービスの提供 ＜図書館＞ 

   ・絵本関連講座・ボランティア養成講座の開催 ＜図書館＞ 

   ・図書資料の充実 ＜図書館＞ 

   ◎第四次羽村市子ども読書活動推進計画の策定 ＜図書館＞ 

   ○東京都指定文化財「羽村橋のケヤキ」保護事業の実施 ＜郷土博物館＞ 

   ・各種展示や体験学習などの実施 ＜郷土博物館＞ 

   ○施設の保全と機能の充実 ＜郷土博物館＞ 

 

 

 

 ５ 学習成果の積極的な活用 

 

・初心者講座の実施 ＜生涯学習総務課＞ 

・アクティブシニア向け講座等の充実 ＜生涯学習センターゆとろぎ＞ 

・登録郷土研究員制度の推進 ＜郷土博物館＞ 
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３ 事務事業の点検・評価 

  令和４年度の点検・評価対象事業（令和３年度分）は、令和３年度教育委員会

の教育目標に掲げる主な事務事業とする。 

 

ⅰ 小中一貫教育を柱とした教育の充実 

№ 事業名 担当課 評価 

１ 確かな学力の育成 学校教育課 Ｂ 

２ 中学校区ごとの特色ある教育活動の充実 学校教育課 Ｂ 

３ 読書活動の充実 学校教育課 Ａ 

４ オリンピック・パラリンピック教育の推進 学校教育課 Ａ 

５ 英語教育の充実 学校教育課 Ａ 

６ 音楽教育の充実 学校教育課 Ｂ 

７ 特色ある学校づくりの充実 学校教育課 Ｂ 

８ 人間学（キャリア教育）の実施 学校教育課 Ｂ 

９ 羽村学（郷土学習）の実施 学校教育課 Ｂ 

10 健康な体づくりの推進 学校教育課 Ｂ 

 

ⅱ 多様なニーズに応じた教育の充実 

№ 事業名 担当課 評価 

11 
特別支援体制の充実 

（インクルーシブ教育システムの構築） 
教育支援課 Ａ 

12 特別支援教育の充実（発達支援体制の充実） 
教育支援課 

教育相談室 
Ａ 

13 
教育相談の充実（スクールソーシャルワーカー等

と連携した支援体制） 

教育相談室 

学校教育課 
Ａ 
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14 
教育相談の充実 

（いじめの未然防止、早期発見対応の取組み） 

教育相談室 

学校教育課 
Ａ 

 

ⅲ 教育環境の整備 

№ 事業名 担当課 評価 

15 学校教育施設の計画的な改修 生涯学習総務課 Ａ 

16 小・中学校のＩＣＴ環境の整備 学校教育課 Ａ 

17 学校における働き方改革の取組み 学校教育課 Ｂ 

 

ⅳ 学習活動の活性化 

№ 事業名 担当課 評価 

18 第二次羽村市生涯学習基本計画の策定 生涯学習総務課 Ａ 

19 生涯学習コーディネート機能の運用 生涯学習推進課 Ｃ 

20 初心者講座の実施 生涯学習推進課 Ａ 

21 地域教育シンポジウムの実施 生涯学習推進課 Ｂ 

22 
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会

の文化プログラム関連事業の実施 
生涯学習推進課 Ｂ 

23 生涯学習センターゆとろぎ市民協働事業の推進 生涯学習推進課 Ａ 

24 大学との連携による講座の充実 生涯学習推進課 Ａ 

25 
企業等との連携による生涯学習事業、芸術鑑賞事

業の実施 
生涯学習推進課 Ａ 

26 伝統文化交流事業の実施 生涯学習推進課 Ｃ 

27 子ども向け体験学習機会の充実 生涯学習推進課 Ｂ 

28 スポーツを通じた健康づくりの推進 スポーツ推進課 Ｂ 
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29 
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会

成功に向けた取組みとスポーツの推進 
スポーツ推進課 Ｂ 

30 
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会

を契機とした障害者スポーツの推進 
スポーツ推進課 Ｂ 

31 次期スポーツ推進計画の策定 スポーツ推進課 Ａ 

32 創意工夫による図書紹介と図書館サービスの提供 図書館 Ａ 

33 絵本関連講座・ボランティア養成講座の開催 図書館 Ａ 

34 図書資料の充実 図書館 Ａ 

35 第四次羽村市子ども読書活動推進計画の策定 図書館 Ａ 

36 
東京都指定文化財「羽村橋のケヤキ」保護事業の実

施 
郷土博物館 Ａ 

37 各種展示や体験学習などの実施 郷土博物館 Ａ 

38 施設の保全と機能の充実 郷土博物館 Ａ 

 

ⅴ 学習成果の積極的な活用 

№ 事業名 担当課 評価 

39 初心者講座の実施【再掲】 生涯学習総務課 Ｃ 

40 アクティブシニア向け講座等の充実 生涯学習推進課 Ａ 

41 登録郷土研究員制度の推進 郷土博物館 Ｂ 
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№１                        所管課：学校教育課 

事務事業名 確かな学力の育成 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 基礎的・基本的な知識及び技能の習得と、思考力・判断力・表

現力等の育成、主体的に学習に取り組む態度の涵養を目指す。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・習熟度別指導や少人数指導を推進する。 

・児童・生徒一人ひとりに整備した端末などＩＣＴ機器を活用

し、一人ひとりの理解度や進度に応じた学び、主体的・対話的

で深い学びの充実を推進する。 

・授業力向上アドバイザーを配置し、小・中学校への巡回指導に

よる授業改善への指導を行う。 

・各小学校に学習サポーターを配置し、授業支援や放課後補習

授業を行う。 

 

取組実績 

 

・小学校に学習サポーターを配置し、授業支援や放課後補習授

業を行った。 

・各学校において、東京ベーシックドリルを活用し、学力の定着

を図った。 

・各教科で、1人 1台端末を活用した授業を開始した。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による児童・生徒の学

びの保障を図る観点から、学校の希望により学習指導サポー

ターを配置した。 

・授業力向上アドバイザーを配置し、教員への授業づくりの指

導・助言や学力向上への取組みに関する支援など、各学校への

巡回指導を計画的に行った。 

成果・効果 小学校に学習サポーターを配置し、一人ひとりの習熟度を踏

まえたきめ細かい指導を図り、児童の学びを保障した。 

また、新たに導入した 1 人 1 台端末を活用し、協働学習や個

別学習を行うなど、ＩＣＴ機器のメリットを生かした学びを推

進することができた。 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 学習サポーターを引き続き配置するとともに、1人 1台端末を

活用した学習支援ドリルを導入し、一人ひとりの理解度や進度

に応じた学習環境の充実を図る。 

また、教員の授業力向上に向け、義務教育 9 年間の系統的な

カリキュラム等を教科ごとに作成するとともに、全教科におけ

る指導力の向上と授業の改善を図る。 
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№２                        所管課：学校教育課 

事務事業名 中学校区ごとの特色ある教育活動の充実 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 小学校ごとの連携や小・中学校の滑らかな接続を図るため、小

学校と中学校の教員が相互に連携した事業に取り組む。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・行事や部活動等を通じた児童と生徒の交流の機会を設ける。 

・小学校同士の合同授業等を実施する。 

・中学校教員による小学校における乗り入れ授業を実施する。 

・小学校と中学校の教員による定期的な交流（授業参観や情報

交換など）を行う。 

 

取組実績 

 

小中一貫教育として、各校区では、中学校の教員による乗り入

れ授業や小学生の中学校体験などに取り組んだ。 

また、検証委員会（学校運営連絡協議会）を設置し、取組内容

の評価を行った。 

 

① 検証委員会 

 一中校区 1回、二中校区 8回、三中校区 3回 

② 推進主幹委員会 

 一中校区 1回、二中校区 0回、三中校区 3回 

③ 全体会（部会含む） 

 一中校区 0回、二中校区 0回、三中校区 3回 

④ 乗り入れ授業実施回数 

一中校区 英語 2回 

二中校区 英語 3回  算数 2回 

三中校区 英語 1回 

⑤ 中学校体験実施状況   

各校区 部活動体験 

成果・効果 第 3 次羽村市小中一貫教育基本計画(令和 2 年度～令和 6 年

度)に基づき、義務教育 9年間における小中一貫教育の推進を図

ることができた。 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 各中学校区の児童・生徒の実態に応じた取組みを推進してい

く。 
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№３                        所管課：学校教育課 

事務事業名 読書活動の充実 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 子どものうちから本を身近な存在とし、読書活動が習慣化す

るよう、各学校が策定する読書活動全体計画に基づき、さまざま 

な取組みを行う。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・小・中学校全校に導入している学校図書館総合管理システム

を活用し、貸出状況を把握するなど図書の充実を図る。 

・朝読書や読み聞かせ、調べ学習などを通じて学校図書館や図

書の活用を図る。 

・年間貸出数の増加を図る。 

・学校図書館司書を配置し、新規図書購入や蔵書点検など学校

図書館の充実を図るとともに、学校間の情報共有や市図書館

との連携を図っていく。 

 

取組実績 

 

小・中学校では、読書活動全体計画や年間指導計画のもと、各

学校における読書活動のねらいや目的、指導の重点を明確にし

て、司書教諭や学校図書館司書を中心に、さまざまな読書活動に

取り組んだ。 

【主な取組み】 

・朝読書、市図書館を活用したお話会、教員や図書ボランティ

ア・保護者等による読み聞かせ、読書旬間の設定、学校図書館

司書による図書室だよりの発行やおすすめ本、季節に合わせ

た掲示物などの図書館環境の整備等 

・学習活動における図書資料を活用した調べ学習や社会科、理

科など各教科において活用 

・学校図書館司書を小・中学校に週 4日、1日 4時間配置し、新

規図書の購入や蔵書点検の実施 

・学校図書館司書連絡会を 1 回開催（新型コロナウイルス感染

症の影響により 2回中止） 

・小・中学校 学校図書館総合管理システムの運用 

【年間貸出冊数】 カッコは、前年度末 

 小学校 101,675冊（101,122冊） 

 中学校   8,417冊（4,939冊） 
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成果・効果  さまざまな読書活動に取り組むことで、児童・生徒の読書への

興味・関心を高めることができた。 

 また、学校図書館総合管理システムの運用により、新刊図書の

購入や蔵書点検の効率化、学校間や羽村市図書館との情報共有

ができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  全国学力学習状況調査にある「読書の状況調査」では、読書を

する児童・生徒の割合は全国と比較しても平均以上であり、今後

も、児童・生徒の読書習慣が身に付くよう、さまざまな読書活動

の推進を図っていく。 

【読書をする児童・生徒の割合（令和 3年度）】カッコは全国  

  小 6：76.2％（76.0％） 中 3：67.3％（62.6％） 
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№４                        所管課：学校教育課 

事務事業名 オリンピック・パラリンピック教育の推進 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 小・中学校において、オリンピック・パラリンピック精神、ス

ポーツ、文化、環境をテーマとした取組みを展開し、ボランティ

アマインド、障害者理解、スポーツ志向、豊かな国際感覚等の資

質を育成する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・オリンピアン・パラリンピアンの招へいや体験活動のほか、世

界の国・地域について調べ学習を行う。 

・東京都委託事業のオリンピック・パラリンピック教育アワー

ド校、パラリンピック競技応援校に指定された学校が、本事業

の目的に沿った取組みを行い、その取組成果を他校に普及・啓

発する。 

・オリンピック・パラリンピック教育の集大成の年度として、実

際に競技を観戦するなど、児童・生徒にとってかけがえのない

記憶となる学習を行う。 

 

取組実績 

 

 東京都委託事業であるオリンピック・パラリンピック教育推

進校事業（全校）を中心に関連事業にも積極的に取り組み、オリ

ンピック・パラリンピック教育の推進を図った。 

 

・オリンピック・パラリンピック教育推進校事業（全校） 

オリンピック・パラリンピックの精神、スポーツ、文化、環境

をテーマとした取組みを各校で展開した。 

※オリンピアン・パラリンピアンの招致（講演）、スポーツ体

験、障害者理解など 

・オリンピック・パラリンピック教育アワード校事業（栄小学

校、小作台小学校、武蔵野小学校） 

栄小学校は『スポーツ志向』、小作台小学校は『豊かな国際感

覚』、武蔵野小学校は『障害者理解』をテーマとして、オリン

ピック・パラリンピック教育の一層の推進が図られるよう、授

業に取り組んだ。 
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成果・効果 感染症対策を講じたオリンピック・パラリンピックの開催と

なったことから、会場での観戦をすることができなかったが、

小・中学校において、オリンピック・パラリンピック教育の推進

に関する取組みを実施し、ボランティアマインド、障害者理解、

スポーツ志向、豊かな国際感覚などの資質を重点的に育成する

ことができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  オリンピック・パラリンピック教育の推進に関する取組みの

中で育成してきたボランティアマインド、障害者理解、スポーツ

志向、豊かな国際感覚などの資質を、学校のレガシーとして継承

していく。 
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№５                        所管課：学校教育課 

事務事業名 英語教育の充実 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的  小学校高学年の英語教科化に伴い、さまざまな人材を活用し、

指導体制や学習環境の強化、授業改善を行うほか、コミュニケ―

ション能力を育成するため、市独自の取組みとして、小学校 1年

生からの英語教育を実施する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・指導体制や学習環境の強化、授業改善を図るため、外国語活動

アドバイザーや英語コーディネーター、外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）等を配置する。 

・各学校で英語コーディネーターを活用した研修等を実施し、

教員の指導力向上を図る。 

 

取組実績 

 

外国語活動アドバイザーや英語コーディネーター、外国語指

導助手（ＡＬＴ）等を配置し、小学校 1 年生からの英語教育の

実施及び充実を図った。 

 外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣：実働 1,893時間 

 外国語活動アドバイザー（1人） ：実働   900時間 

 英語コーディネーター（2人）  ：実働 1,200時間 

 ＡＬＴコーディネーター（2人） ：実働   226時間 

成果・効果 外国語指導助手（ＡＬＴ）、ＡＬＴコーディネーター、外国語

活動アドバイザーを活用し、小学校からの英語教育の充実を図

り、豊かな国際感覚やコミュニケーション能力を育成すること

ができた。１人１台端末を活用し、ＩＣＴによる海外との交流を

図ることができた。 

【当初授業時数】 

 1年生：12時間程度  2年生：12時間程度 

 3年生：35時間程度  4年生：35時間程度 

 5年生：70時間程度  6年生：70時間程度 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  羽村市の特徴的な教育施策である「小学校 1 年生からの英語

教育の推進」については、引き続き、外国語指導助手（ＡＬＴ）、

ＡＬＴコーディネーター、外国語活動アドバイザーといった専

門的な人材を活用しながら、継続して推進を図っていく。 
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№６                        所管課：学校教育課 

事務事業名 音楽教育の充実 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的  豊かな感性や情操を育み、生涯を通じて音楽に触れあうこと

を推進するため、小・中学校全校での金管バンド、吹奏楽部など

の音楽活動、オーケストラ鑑賞教室、小中学生音楽フェスティバ

ルなどを実施する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・オーケストラ鑑賞教室や小中学生音楽フェスティバルを実施

する。 

・金管バンドや吹奏楽部などの課外活動・部活動の活動支援と

して、外部指導員の配置を行う。 

 

取組実績 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、可能な範囲で、

小・中学校全校に、部活動及び課外活動への支援のための専門的

知識や経験を有する外部指導員を配置することができた。 

（小学校 12人、中学校 19人） 

・オーケストラ鑑賞教室及び、小中学生音楽フェスティバル  

 ⇒新型コロナウイルス感染症対策のため、中止とした。 

成果・効果 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、限られた時数・

環境での活動となったが、小・中学校全校での金管バンド、吹奏

楽部など可能な範囲での音楽活動を実施し、豊かな感性や情操

を育むことができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 
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課題・対応  児童・生徒に対し音楽に触れ、発表できるよう、オーケストラ

鑑賞教室や小中学生音楽フェスティバルを継続して開催し、音

楽教育の充実に努めていく。 

 また、金管バンドや吹奏楽部が使用する楽器については、各学

校の保管状況の把握に努めるとともに、計画的に楽器の整備に

取り組んでいく。 
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№７                        所管課：学校教育課 

事務事業名 特色ある学校づくりの充実 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的  子どもや地域の特性を生かした教育活動を展開するための

「特色ある学校づくり交付金」を活用した教育活動の充実と活

性化を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

 各学校が作成する実施計画に基づき、子どもやその地域の特

性を生かした独自の教育活動に取り組む。 

 

取組実績 

 

○羽村東小学校 

 確かな学力の定着、子どもたちの安全を守る意識や環境美化

意識の向上、日本の伝統・文化に関する教育の推進 

○羽村西小学校 

 環境の変化に対応できるキャリア教育の推進、学ぶ面白さを

知り、主体的に生き抜く力の育成、学びの挑戦への効果的な支

援、学びへの継続性の充実、たくましく生きるための健康・体力

の向上 

○富士見小学校 

 英語教育及び体験学習の充実、ＩＣＴを活用した学習の実施 

○栄小学校 

 国際理解の向上に向けた英語教育の推進、地域人材を活用し

た学習活動の推進、ＳＤＧｓにおける正しい知識の理解促進 

○松林小学校 

 地域施設との継続した交流活動、農作物栽培、地域企業や保護

者等のネットワークを生かした授業の開催、地域人材を活用し

た学習指導  

○小作台小学校 

 確かな学力の定着、ＳＤＧｓの視点にたった学習活動の実施、

地域の高齢者との交流 

○武蔵野小学校 

 リーダーシップを身に着けた児童の育成、体験による自己有

用感の育成 
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○羽村第一中学校 

 小中一貫教育の推進、各分野で活躍する人材等を迎えた講演

会の実施、地域行事への主体的な参加 

○羽村第二中学校 

 小中一貫教育の推進、読書活動の推進、個に応じた学習支援の

推進、学校支援地域本部の活用 

○羽村第三中学校 

 ユニバーサルデザインの視点による学習の充実、ＩＣＴを活

用した授業実践ための教員研修 

成果・効果  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染症対策を

講じた中での学校運営での活動となったが、「特色ある学校づく

り交付金」の活用により、各小・中学校が児童・生徒や地域の実

態を踏まえた教育活動を展開でき、特色ある学校づくりの推進

及び学校教育の活性化が図られた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  学校の特色がより明確な事業内容になるよう制度の見直しを

図る必要がある。 
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№８                        所管課：学校教育課 

事務事業名 人間学（キャリア教育）の実施 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 小中一貫教育におけるキャリア教育を基盤にした横断的学習

を通して、学ぶことや働くことに対する考え方を身につけ、自ら

の生き方について主体的に取り組み、実践しようとする態度を

育てることを目標に、職場体験学習などに取り組む。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・小学校 1 年生から中学校 3 年生までの 9 年間を見通し、地域

の実態や活用できる社会資源などを系統立てて、各学年に見

合った学習に取り組む。 

・小学校では、身近な人や専門職（プロ）から職業の内容や働く

ことについて学ぶ。 

・中学校 2年生では、5日間の職場体験を実施し、実際に働きな

がら、働くことの楽しさや大変さを体感する。 

 

取組実績 

 

新型コロナウイルスの感染症対策を講じながら、第 3 次羽村

市小中一貫教育基本計画に基づく、市独自の特色ある教育内容

である「人間学（キャリア教育）」に取り組んだ。 

主な取組みとして、小学校 5年生では、「身近な人の仕事調べ」

として、身近な人から職業の内容や働くことの楽しさ、大変さを

学んだ。 

小学校 6年生では、「プロから学ぶ」として、専門職からの講

話を聴き、職業や働くことについて自分なりの考えを持たせた。 

中学校 1年生では、「様々な仕事を知ろう」として、身近な仕

事について調べる学習を実施した。 

中学校 2年生では、１つの中学校は「職場体験（3日間）」を

実施し、実際に働くことを経験することができた。2つの中学校

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止となったた

め、職場体験ノートを活用した学習を実施した。 

中学校 3年生では、「自己の進路選択」として、9年間の人間

学（キャリア教育）を振り返り、主体的に自己の将来像や進路に

ついて考える機会とした。 
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成果・効果  第 3次羽村市小中一貫教育基本計画に基づき、小・中学校 9年

間を系統的かつ継続的に取り組むことで、学ぶことや働くこと

に対する考え方や自分の将来について考える良い機会となっ

た。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  市内事業所の協力により継続して実施していくことができて

いる事業であることから、学校支援地域本部コーディネーター

や学習コーディネーターと連携を図り、今後も事業所の理解と

協力を得ながら、事業の推進を図っていく。 
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№９                        所管課：学校教育課 

事務事業名 羽村学（郷土学習）の実施 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 小中一貫教育における 9 年間を系統立てた郷土を生かした教

育として、「羽村の郷土を愛し、羽村のよさに気付き、これから

の羽村に生きる人々の生活、文化や環境などを守っていくこと

のできる態度や能力を育成し、それらを生かした実践力」を高め

る。 

平令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

 前期（小学校 1年生～4年生）は「羽村に親しむ」、中期（小

学校 5年生～中学校 1年生）は「羽村に関わる」、後期（中学校

2・3 年生）は「羽村の明日を創る」をテーマに、地域を学びの

フィールドとしたさまざまな学習に取り組む。 

 

取組実績 

 

小学生 2年生では「まちたんけん」、3年生では「はむらの昔

くらし体験」、4 年生では「玉川上水に関する学習」など、各学

年における郷土羽村について考え、知る学習に取り組むことが

できた。 

 主に小学生 5 年生を対象とした稲作体験事業では、青少年対

策地区委員会連絡協議会や水田管理者と連携・調整しながら、6

月に田植えを計画したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により、事業を中止とした。 

成果・効果 第 3次羽村市小中一貫教育基本計画に基づき、小・中学校 9年

間を系統的かつ継続的に取り組むことで、郷土羽村について考

える良い機会を提供することができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  稲作体験事業は、多くの関係者の支持・協力により実施できて

いることから、関係者と良好な関係を継続しながら、連絡・調

整・協議を密に行い、事業の推進を図っていく。 
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№１０                       所管課：学校教育課 

事務事業名 健康な体づくりの推進 

教育目標に基づく方向性 小中一貫教育を柱とした教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 児童・生徒が日常的に運動に取り組む機会を設け、運動への興

味・関心を高め、より運動に親しむことで、体力の向上を図る。 

また、身近な生活における健康に関する知識を身に付けるこ

とや、必要な情報を自ら収集し、適切な意思決定や行動選択を行

い、積極的に健康な生活を実践することのできる資質・能力を育

成する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・東京都統一体力テストにおける「運動を『もっとしたいと思

う』『ややしたいと思う』」児童・生徒の割合を全学年９割以上

に向上を図る。 

・東京都統一体力テストにおける、総合評価Ｄ・Ｅ層の児童・生

徒の割合を令和 2年度結果と比較し改善を図る。 

・各学校において、栄養教諭等を活用するなど専門性を生かし

た食に関する指導を行う。 

 

取組実績 

 

体を動かす遊びの推奨や、持久走・なわとび旬間の実践を企

画・実施した。 

 栄養教諭を活用し、望ましい食習慣や食に関する自己管理能

力など、食に関する指導を行った。 

成果・効果 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の質

問紙から「運動やスポーツをもっとしたいと思いますか。」の結

果については、前回調査と比較して 0.8％低下したが、年間を通

して体を動かす機会を取り入れることができた。 

東京都統一体力テストにおける、総合評価Ｄ・Ｅ層の児童・生

徒の割合は、令和元年度（令和 2 年度は未実施）結果と比較し

2.3％低下した。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 
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課題・対応 児童・生徒の健康な体づくりに向け、体を動かす機会の設定や

健康に関わる取組みを充実していく。 
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№１１                       所管課：教育支援課 

事務事業名 特別支援体制の充実（インクルーシブ教育システムの構築） 

教育目標に基づく方向性 多様なニーズに応じた教育の充実 レベルアップ 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 障害のある子ども一人ひとりに応じた、障害の状態を踏まえ

た指導の内容や方法等の工夫、障害の状態に応じた支援体制等、

基礎的環境整備の充実を図る。 

また、連続性のある多様な学びの場の提供とともに、支援の必

要な児童・生徒に対する合理的配慮の提供を検討する等、インク

ルーシブ教育システムの構築について推進する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・保健・福祉・教育などの機関が連携して支援する体制の充実を

図る。 

・幼稚園・保育園情報及び就学相談員の情報共有等による就学

相談の充実を図る。 

・ユニバーサルデザインの視点による授業づくり・学習環境整

備・学校生活支援シートの活用・校内委員会の充実等、基礎的

環境整備や合理的配慮等、特別支援教育の充実を推進する。 

・特別支援学級主任連絡会において取組み課題の情報連携や協

議を通じて、特別支援学級の専門性の向上を図る。 

・中学校における自閉症・情緒障害学級の設置準備委員会を開

催し、学級の運営や指導方法等を検討する。 

・1人 1台端末を活用した学習活動等を推進する。 

 

取組実績 

 

○特別支援教育連絡協議会 2回開催（いずれも書面開催） 

○特別支援教育推進委員会 2回開催（いずれも書面開催） 

〇学校の教室環境整備について、実態に応じた指導・助言を行っ

た。 

○「就学相談」説明会の開催 中止 

○就学相談の実施件数 

  小学校就学相談…33件（令和 2年度 20件） 

  中学校就学相談…32件（令和 2年度 23件） 

  小学校転学相談…29件（令和 2年度 17件） 

  中学校転学相談…2件（令和 2年度 4件） 

○特別支援学級設置準備委員会を開催した。 

 ・開催日：令和 3年 8月 24日（火）…書面開催 
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（中学校への個別説明実施） 

 ・内 容：開校までのスケジュール確認 

      検討事項の調整 

      ・開級説明会について 

      ・学級の名称について 

      ・教育課程の編成について 

      ・施設整備について 

      ・備品・消耗品購入について 

      ・対象生徒の考え方について 

      ・職員体制について 

      ・開級式について 

      ・新たな学級の運営に関する基本方針について 

      ・学級設置等の手続きについて 

○中学校における自閉症・情緒障害特別支援学級に必要な教室

環境の工事、備品等の購入を行った。 

〇情報教育推進委員を中心に１人１台端末を活用した学習活動

等について実践事例をまとめ、示した。 

 

成果・効果 ○保健・福祉・教育などの機関の連携については、いずれも書面

開催となったが、必要な情報共有を図ることができた。 

また、「要保護児童対策地域協議会」や「地域連絡部会」へ

出席し、情報共有を図った。 

○「就学相談」説明会は中止したが、就学相談員の活動のなか

で、幼稚園・保育園での行動観察などを通じて情報共有を図

り、就学相談の充実が図られた。 

○就学相談件数が令和 2 年度と比較して増加しており、支援の

必要な児童・生徒の最適な学びの場の提供が図られた。 

〇特別支援学級主任会において、より専門性を生かした支援方

法や主任としての役割等についての協議や情報交換などを行

うことで、連携を深めた。 

○中学校における自閉症・情緒障害特別支援学級の、令和 4年 4

月の開級に向けた必要な準備が整った。 

○特別な支援の一つの手立てとして、1人 1台端末の活用につい

ての理解を深めることができた。 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 ○今後も、保健・福祉・教育などの関係機関の連携を推進してい

く必要がある。 

○就学相談の充実により、支援の必要な児童・生徒の最適な学び

の場を提供していく必要がある。 

○中学校における自閉症・情緒障害特別支援学級の段階的な受

け入れを進めていく。 

○1人 1台端末を活用し個別の指導が充実するよう、効果的な実

践事例を提示していく。さらに、より効果的に利用するための

情報収集を進めていく。 
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№１２                 所管課：教育支援課・教育相談室 

事務事業名 特別支援教育の充実（発達支援体制の充実） 

教育目標に基づく方向性 多様なニーズに応じた教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 通常の学級における特別な支援が必要な児童・生徒への学校

生活・学習面等での支援の充実を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・小・中学校全校で実施する全家庭・保護者対象の学校アンケー

ト評価において、評価項目「特別支援・教育相談」で肯定的評

価を 80％以上とする。 

・小・中学校における発達障害等の支援に 1 人 1 台端末を活用

し、個別の指導の充実を図る。 

・特別支援教育支援員を小・中学校に 1 人を配置活用し、通常

の学級に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒への支援を

充実させる。 

 

取組実績 

 

○特別支援教育支援員の研修会の実施 

  開催日：令和 3年 11月 10日（水） 

  参加者：26人 

○１人１台端末の活用 

○学校評価アンケートの実施 

  評価項目「特別支援・教育相談」における肯定的評価 

  小学校：88.5% 中学校：89.2% 

○通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒への支

援を充実させるため、特別支援教育支援員を小・中学校全校に

配置した。 

  羽村東小 1人  小作台小 2人 

  羽村西小 1人  武蔵野小 2人 

  富士見小 3人  羽村一中 1人 

  栄  小 1人  羽村二中 1人 

  松 林 小 2人  羽村三中 1人 

 ※勤務時間の関係等で複数人配置した学校がある。 
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成果・効果 ○特別支援教育支援員の研修会では、特別な支援が必要な児童・

生徒の障害について理解することや、教員との連携の大切さ

などについての講義や演習を行い、専門性の向上を図ること

ができた。 

○小・中学校全校に、フルタイム換算で 1 人の特別支援教育支

援員を配置することができたほか、より支援が必要な児童に

対する支援の充実が図られた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 ○令和 4年度より、「特別支援教室の運営ガイドライン」に基づ

き運営する。 

○引き続き、小・中学校全校にフルタイム換算 1 人の特別支援

教育支援員を配置する。 

○特別支援教育支援員の研修会を充実させ、専門性及び支援の

質の向上を図る。 
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№１３                 所管課：教育相談室・学校教育課 

事務事業名 
教育相談の充実 

（スクールソーシャルワーカー等と連携した支援体制） 

教育目標に基づく方向性 多様なニーズに応じた教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 スクールソーシャルワーカーや学校と家庭の連携推進事業に

おける「家庭と子どもの支援員」を活用し、家庭に起因する不登

校等の未然防止・早期対応に向けた、きめ細かい教育相談体制を

充実させる。 

関係機関（保健、医療、福祉、教育等）との連携による支援体

制づくりを進める。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・中学校区担当のスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）によ

り、家庭環境等を起因とする児童・生徒の問題行動等の改善及

び関係機関との連携等、支援の充実を図る。 

・小・中学校において、学校と家庭の連携推進事業における「家

庭と子どもの支援員」を配置し、不登校等生活指導上の課題の

ある児童・生徒の登校支援や別室登校など、学校の実態に即し

た支援を行い、不登校や不登校傾向等の未然防止の充実を図

る。 

・教育相談員、スクールソーシャルワーカー等が関わっている

児童・生徒について、関係機関との情報共有や連携による支援

体制の充実を図る。 

 

取組実績 

 

○ＳＳＷの配置 2人（一中校区：1人 二中・三中校区：1人） 

 【活動内容】 

  ・支援対象児童・生徒数：小学校 63人 中学校 42人 

  ・訪問活動件数：524件 

  ・連携した関係機関：481件 

○家庭と子どもの支援員による支援事業 

 【活動内容】 

  ・支援対象児童・生徒数：小学校 88人 中学校 17人 

  ・支援回数：2,796回 

  ・活動日と活動時間：1,506日 1,178時間 
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成果・効果 ○中学校区ごとにＳＳＷを配置することにより、学校内外の関

係機関との連絡調整を図ることができ、さまざまな課題のあ

る児童・生徒の生活環境を改善することができた。 

○家庭と子どもの支援員の活用により、不登校や不登校傾向に

ある児童・生徒への電話連絡や登校支援などにより、支援の充

実を図ることができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 ○よりきめ細かな対応を実現させるため、ＳＳＷの人員と活動

時間の充実が必要になっている。 

○家庭と子どもの支援員の効果的な活用の具体例について、学

校に周知し、更なる支援の充実を図る。 

○学校・ＳＳＷ・教育相談室との更なる連携を図り、最適な学び

の場を保障していく必要がある。 
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№１４                 所管課：教育相談室・学校教育課 

事務事業名 
教育相談の充実 

（いじめの未然防止、早期発見対応の取組み） 

教育目標に基づく方向性 多様なニーズに応じた教育の充実 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 「羽村市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方

針」により、いじめの未然防止や早期発見のための取組を充実さ

せる。 

毎月の状況調査やふれあい月間を基にした、いじめ防止への

教員への助言や情報共有、対象となる児童・生徒との教育相談に

より、いじめの未然防止、早期発見につとめる。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・教育相談員が児童・生徒の情報を学校と共有し連携すること

により、いじめの状況把握につとめ、対象となる児童・生徒と

の教育相談を行っていく。 

・各学校で実施している毎月のアンケート調査に基づき、継続

的に報告される児童・生徒に対し、心理職専門の立場から巡回

相談時や関係者会議等において情報の共有や助言等を行い、

状況の改善を図る。 

・教育相談に関する関係者会議を定期的に設け、対象となる児

童・生徒の状況の情報連携に努め、継続的な支援が出来るよう

連携強化を図る。 

 

取組実績 

 

○教育相談員の相談業務 

 ・教育相談室への来室相談件数：271件（延べ 1,688回） 

 ・電話相談件数：17件 

 ・学校への巡回相談延べ回数:小学校 2,409回 中学校 151回 

○毎月の生活アンケートの実施、集約 

○教員のいじめの認知と校内委員会の積極的な実施と教育委員

会への報告 

        小学校 中学校 

   認  知  202件 45件 

   解  消   96件 26件 

   継続対応  106件 19件 

○スクールカウンセラー連絡会への教育相談員の参加 

 ・第 1回 令和 3年 4月 15日（木） 
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 ・第 2回 令和 3年 10月 5日（火） 

 ・第 3回 令和 4年 2月 10日（木） 

成果・効果 ○子どもの育て方や発達について悩みごとをもつ保護者や子ど

も自身の相談に応じることにより、その不安の解消や軽減に

努めることができた。 

○学校への巡回相談により、特別な支援が必要な児童・生徒及び

保護者に対して、支援を行うことができた。また、教職員に対

して児童・生徒理解の助言などを行い、学校と教育相談室の連

携強化を図ることができた。 

○全校のいじめ等の認知について、精度が高まった。 

○重大事態についての共通理解が進んだ。 

○スクールカウンセラー連絡会に教育相談員が参加すること

で、情報共有を図ることができ、相談業務の充実が図られた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 ○ＳＣ、ＳＳＷ、教育相談員、学校との連携強化により、早期認

知、早期解決に向けた取組みを進めていく必要がある。 

○引き続き、全校におけるいじめ防止対策が確実に行われるよ

う、指導・助言を行う。 
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№１５                     所管課：生涯学習総務課 

事務事業名 学校教育施設の計画的な改修 

教育目標に基づく方向性 教育環境の整備 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的  児童・生徒が安心して学び、生活できる場として、校舎や体育

館など学校施設の環境改善を図る。 

 また、災害発生時における地域住民の避難場所としての安全

性の確保及び機能強化を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・中学校トイレ改修工事 

  羽村第二中学校のトイレ洋式化等改修工事（第 2 期工事と

して 2系統のうち 1系統（西系統））を行う。 

  工事期間は、授業などに影響が生じないよう夏季休業中を

主工事とするが、夏季休業中だけでは十分な工期を確保する

ことができないため、6月頃から学校の休業日等に合わせて、

作業を行う。 

  なお、工事中の安全管理に努めるなど、関係課及び学校と連

携する。 

・中学校特別支援学級（自閉症・情緒障害）整備工事 

  羽村第三中学校の余裕教室を情緒固定学級に整備する工事

を行う。 

  なお、工事中の安全管理に努めるなど、関係課及び学校と連

携する。 

・小学校体育館床改修工事設計業務委託 

  武蔵野小学校の体育館床の改修工事の設計 

  （設計：令和 3年度、工事：令和 4年度） 

・小学校防音機能復旧工事（機器取替）工事設計業務委託 

  富士見小学校の空調機器取替工事の設計 

  （設計：令和 3年度、工事：令和 5年度・6年度） 

 

取組実績 

 

・中学校トイレ改修工事 

羽村第二中学校のトイレ洋式化等改修工事（第２期工事と

して２系統のうち１系統（西系統））を実施した。（トイレ洋式

化率 48.4％⇒79.0％） 

・中学校特別支援学級（自閉症・情緒障害）整備工事 

羽村第三中学校の余裕教室を情緒固定学級に整備する工事
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を実施した。 

・小学校体育館床改修工事設計業務委託 

武蔵野小学校の体育館床の改修工事の設計業務委託 

（設計：令和３年度、工事：令和４年度） 

・小学校防音機能復旧工事（機器取替）工事設計業務委託 

富士見小学校の空調機器取替工事の設計 

（設計：令和３年度、工事：令和５年度・６年度） 

成果・効果 児童・生徒の教育環境の改善と災害時避難所としての機能強

化を図ることができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  小・中学校全校において、建築後 30年以上を経過しており、

老朽化が進行している状況である。 

今後も計画的な改修により学校施設の環境改善に努める。 
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№１６                       所管課：学校教育課 

事務事業名 小・中学校のＩＣＴ環境の整備 

教育目標に基づく方向性 教育環境の整備 レベルアップ 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期】 

内容・目的 ＩＣＴ機器を活用した指導により、情報や情報手段を主体的

に活用する情報活用能力が身につくよう情報教育の推進を図る

ため、小・中学校のＩＣＴ環境の整備を行う。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

・教職員が活用する校務パソコンについて、令和 2 年度から令

和 4 年度までの 3 か年で計画的に更新を図ることで、教員の

業務改善につなげる。 

・令和 2 年度に整備した児童・生徒、教員用端末及びネットワ

ーク（Ｗｉ－Ｆｉ）を効果的に活用するため、情報教育推進委

員会などを通して教員に対するＩＣＴ活用指導力の向上に取

り組む。 

・令和 4 年度以降のＩＣＴ環境整備の方向性を明らかにするた

め、整備計画の策定に取り組む。 

 

取組実績 

 

教育用コンピュータの転用による校務パソコンの更新及びプ

リンターの更新を行った。 

 情報教育推進委員会を開催し、ＩＣＴを活用した指導力の向

上に向け、事例研究や情報交換等を行った。 

 羽村市立学校ＩＣＴ機器整備計画を策定し、基本方針として、

ＩＣＴ機器の整備、教員のＩＣＴ活用指導力の向上、支援体制の

整備を定めた。 

成果・効果 校務パソコンの更新及びプリンターの更新を行うことで、教

員の校務環境の充実を図ることができた。 

また、情報教育推進委員会では、事例の集約や情報交換等を通

じ、ＩＣＴを活用した指導力の向上を図った。  

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 
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課題・対応 羽村市立学校ＩＣＴ機器整備計画に基づき、市立学校におけ

るＩＣＴ環境の整備とＩＣＴ機器のさらなる活用の推進を図

り、学校教育の情報化を進める。 

令和 2 年度から 3 年間の計画で実施している校務支援システ

ムの機器等の更新作業に、引き続き取り組んでいく。 

また、1人 1台端末が円滑に利用できるよう、ネットワーク環

境の安定的な運用や保管庫の運用を行う。  
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№１７                       所管課：学校教育課 

事務事業名 学校における働き方改革の取組み 

教育目標に基づく方向性 教育環境の整備 レベルアップ 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【青年後期、壮年期】 

内容・目的 教員一人ひとりの心身の健康保持の実現と、誇りとやりがい

をもって職務に従事できる環境を整備することにより、学校教

育の質の維持向上を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

令和 3 年 3 月に改訂した「羽村市立学校における働き方改革

推進プラン（改訂版）」に掲げる 5つの視点に基づき、具体的な

施策を講じ、教員の働き方改革を推進する。 

・在校時間の適切な把握と意識改革の推進 

・教員業務の見直しと業務改善の推進 

・学校を支える人員体制の確保 

・部活動の負担を軽減 

・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備 

 

取組実績 

 

・小・中学校全校に導入したタイムレコーダーを活用し、学校管

理職が教員の在校時間の把握に努めた。 

・勤務時間外の電話対応に関する業務の解消を図るため、既存

の電話機に留守番応答機能を設定した。 

・各学校の教員で構成する働き方改革推進委員会を年 2 回実施

し、教員業務の見直しや各校業務改善内容等の取組みについ

て話し合いを行った。 

・教員に代わって資料作成や授業準備を行うなど、教員の業務

負担の軽減を図ることを目的に、令和元年 8 月から小・中学

校全校にスクール・サポート・スタッフを配置した。 

・部活動に係る教員の負担を軽減するため、部活動指導員を中

学校全校に配置した。 
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成果・効果 各自が在校時間を視覚的に把握することにより働き方に対す

る意識改革につながり、各年度の月ごとの比較で在校時間は、ほ

ぼ減少傾向にある。 

令和 2年 9月分  小学校約 51.3時間 中学校約 52.2時間 

令和 3年 9月分  小学校約 41.6時間 中学校約 52.5時間 

令和 2年 10月分 小学校約 52.9時間 中学校約 53.4時間 

令和 3年 10月分 小学校約 43.5時間 中学校約 46.3時間 

 

働き方改革の取組みの一環として、教員の休暇取得を促進す

ることを目的に学校閉庁日（8月）を設けた。 

スクール・サポート・スタッフが、教材や会議資料等の印刷、

教材の作成補助、掲示物の整理、児童・生徒への配布準備など、

これまで教員が行っていた業務を行うことにより、教員の業務

軽減が図られた。 

部活動指導員を中学校全校（4名）に配置し、部活動に係る教

員の業務軽減が図られた。 

 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 「羽村市立学校における働き方改革推進プラン」については、

働き方改革推進委員会を活用するなど、取組内容の見直しを図

り、教員の働き方改革を推進していく。 

また、令和 2 年度は、東京都教育委員会の事業として、学校

マネジメント強化モデル事業（副校長補佐）を活用し、令和 2年

度は 1 校、令和 3 年度は 4 校に配置し、副校長の業務負担の軽

減を図った。 

今後は、小・中学校全校配置に向けて取り組んでいく。 

部活動の外部指導員を充実することにより、部活動に対する

教員の負担軽減を図る。 
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№１８         所管課：生涯学習総務課（生涯学習基本計画担当） 

事務事業名 第二次羽村市生涯学習基本計画の策定 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 レベルアップ 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 市民が主体的にいつでもどこでも楽しく学ぶことができる生

涯学習社会の実現を図るため、「第二次羽村市生涯学習基本計画

（計画期間：令和 4年～13年）」及び「第二次羽村市生涯学習基

本計画前期基本計画（計画期間：令和 4年～8年））を策定する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

 第二次羽村市生涯学習基本計画・第二次羽村市生涯学習基本

計画前期基本計画の策定 

・羽村市生涯学習推進委員会の開催 

・羽村市生涯学習審議会の開催 

・意見公募手続きの実施 

 

取組実績 

 

①生涯学習審議会 

第二次羽村市生涯学習基本計画・第二次羽村市生涯学習基本

計画前期基本計画を策定するため設置された審議会において、

令和 3年度は 7回（全体で 11回）の審議を行った。 

②生涯学習推進委員会 

庁内の策定組織として、設置された推進委員会を 6回開催し、

審議を行った。 

③意見公募手続き 

「第二次羽村市生涯学習基本計画・第二次羽村市生涯学習基

本計画前期基本計画（案）」の意見公募手続を令和 3 年 12 月 1

日から令和 4年 1月 4日まで実施し、1人の方から 17件の意見

があった。 

成果・効果  上記の取組により、「第二次羽村市生涯学習基本計画」及び「第

二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計画」を策定することが

できた。 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  令和 4 年度以降、第二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計

画に基づき市の生涯学習に関する事業を推進する。 

第二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計画の進行管理につ

いては、教育委員会の点検・評価を兼ねて実施するものとし、事

務の効率化を図る。 
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№１９            所管課：生涯学習推進課（生涯学習総務課） 

事務事業名 生涯学習コーディネート機能の運用 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 生涯学習コーディネーターを養成し、学習活動で得られた専

門知識・技能・豊富な経験などを地域社会で活かせるよう、学習

成果の提供と利用をコーディネートする機能を運用すること

で、循環型生涯学習を推進する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

 サークル・団体ガイドやはむら人ネットなどの情報の周知を

強化し、新たな生涯学習への取組みを支援する。 

 また、生涯学習の成果を提供する人とそれを利用する人をつ

なげる生涯学習コーディネーター機能の構築について検討を行

う。 

 

取組実績 

 

 社会教育関係団体等を掲載した「団体・サークルガイド」及び

「はむら人ネットガイド」を市公式サイトに掲載するとともに

広報はむら等で周知し、生涯学習のさまざまな分野で学ぶ意欲

のある市民に対する情報提供を行った。 

成果・効果 市民に対し、さまざまな媒体を通じて生涯学習関連の情報提

供を行っているものの、十分に情報が伝えられていない。 

また、有用なコーディネート機能の構築も検討段階のままと

なっている。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｃ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 有効な情報伝達手段や生涯学習にかかる効率的・効果的なコ

ーディネート機能の仕組みづくりについて、ＡＩを活用した手

法等も含め、引き続き検討していく必要がある。 
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№２０            所管課：生涯学習推進課（生涯学習総務課） 

事務事業名 初心者講座の実施 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的  地域の人材を講師として活用した初心者向けの生涯学習講座

を開催し、多くの市民が気軽に生涯学習を体験できる機会を設

けることで、循環型生涯学習の推進を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

 人材バンク「はむら人ネット」に登録している知識や技能を有

する人材を講師に各種初心者向けの講座を開催し、市民が気軽

に生涯学習を体験できる機会を設ける。 

 

 初心者講座 2講座／年 

 

取組実績 

 

当初計画にある年間 2 講座・各講座 2 日実施について、初心

者には 2日では覚えられないため、1講座 4日実施に変更し、実

施した。 

・アルトに挑戦！基礎から学ぶリコーダー講座 

 令和 3年 10月 6日、13日、20日、27日 

 （コミュニティセンター3Ｆホール） 

 講師 5名（羽村リコーダーアンサンブルの会員） 

 参加者 8人（満足度 100％（大満足 67%、やや満足 33%）） 

成果・効果 初心者講座として実施することで、これから生涯学習活動を

始めたい方が参加しやすい機会を提供することができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 今後も市民の学習ニーズを的確に捉えた講座を企画する。 
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№２１            所管課：生涯学習推進課（生涯学習総務課） 

事務事業名 地域教育シンポジウムの実施 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 子どもと大人の率直な意見交換の機会を通じて、地域ぐるみ

で子どもを育てていくことを目的に、教育委員会と青少年対策

地区委員会や青少年育成委員会、小・中学校ＰＴＡ、小・中学校

副校長会等による実行委員会が共催して地域教育シンポジウム

を実施する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【少年期、青年前期】 

 参加した子どもたちが、一つのテーマについて、皆で考え、意

見を発表し、さらに、他の参加者の意見を聞くことで、成長して

いくうえでの経験とする。 

 また、実行委員会委員を大学生が担うことで、大学生にとって

も子どもから大人までの世代間交流の機会とする。 

 

【青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

 地域教育シンポジウムの開催にむけて、関係団体などと連携・

調整を図りながら実行委員会を計画的に開催し、テーマや役割

分担などを決定する。 

 また、シンポジウム当日は、小学生や中学生の意見を聞き、意

見を交わす中で、子どもたちの思いや考えを知る機会とし、これ

からの家庭や地域の教育力の向上につなげる。 

 

 地域教育シンポジウム 1回開催 

 

取組実績 

 

・例年実施する「地域教育シンポジウム」は、新型コロナウイル

ス感染症対策をしても実施が難しいことから、実行委員会で

協議し、「地域教育シンポジウム」と「家庭教育セミナー」を

合同で開催することとした。 

・Ｗｉｔｈコロナ時代に手はつなげなくても心はつながりたい

「認めて育てる、これからの子育て」（第 1部・講演会、第 2

部・シンポジウム） 

 令和 4年 1月 15日（小ホール）  
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 参加者 36人、出演者 6人 

・シンポジウムを動画収録し、公式チャンネルで配信した。 

 令和 4年 2月 22日～令和 4年 3月 9日配信 

（再生回数 266回） 

成果・効果  例年実施する「地域教育シンポジウム」は、新型コロナウイル

ス感染症対策をしても実施が難しいと判断した。 

小・中学生の参加を見合わせ、教育や見守りに関わる団体から

選出されたパネリストによるシンポジウムを実施し、さらに「家

庭教育セミナー」を同時開催・講演会を行い、保護者、地域の大

人、教職員等のそれぞれの立場からの課題について意見交換す

ることができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 「世代間交流の機会」、「小・中学生の思いや考えを知る機会」、

「家庭や地域の教育力の向上」といった本来の目的が達成でき

るよう取り組むことが重要である。今後も、これらの目標を踏ま

え、開催方法を検討していくこととする。 
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№２２        所管課：生涯学習推進課（生涯学習センターゆとろぎ） 

事務事業名 
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログ

ラム関連事業の実施 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前・後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 東京 2020大会を契機に、日本の文化の魅力を再発見するため

のイベントや講座等を開催する。 

・伝統文化交流事業 inゆとろぎ、羽村市文化祭、関連事業（市

民講座等） 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【乳幼児期】  

 伝統文化や郷土芸能に親しむ機会を提供するとともに、文化

祭において地域の芸術文化活動に触れる機会を提供する。 

【少年期～青年後期】 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック参画プログラム事業

を実施し、競技大会への気運醸成を図るとともに、日本の文化へ

の興味・関心を高め、地域への愛着心を育む。 

また、芸術文化活動を始めるきっかけ作りを目指す。 

【壮年期、高齢期】 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック参画プログラム事業

を実施し、競技大会への気運醸成を図る共に、日本文化の魅力の

再発見に繋げる。 

また、文化を次世代に伝承することの重要性の認識していた

だき、地域の郷土芸能や文化活動の発展・振興を図る。 

 

・伝統文化交流事業 inゆとろぎの実施 

  越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能   

・羽村市文化祭の実施 

  第 52回羽村市文化祭（ホール、展示発表・特別企画） 

・関連事業の実施 

  文学講座、先端テクノロジー講座等 
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取組実績 

 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

から「東京 2020公認プログラム」の認証を受け事業を実施した。 

 

＊都の要請に従い新型コロナウイルス感染症対策を実施及び事

業を継続 

＊中止事業は新型コロナウイルス感染症対策によるもの 

＊「満足度」はアンケート回答「とても良かった」「良かった」

の割合 

 

○伝統文化交流事業 inゆとろぎの実施 

・越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能（中止） 

○関連事業の実施 

・第 6回 HAMURAメリーリボン演劇祭 

 令和 3年 7月 17日・18日（小ホール）延 301人参加（満足度

83.1％） 

・日本の近代文学「女性文豪から…与謝野晶子」 

 令和 3年 6月 12日・7月 11日（講座室１）27 人参加（満足

度 100％） 

成果・効果  実施事業については、東京 2020オリンピック・パラリンピッ

ク参画プログラム「東京 2020文化オリンピアード」の認証を受

け、日本文化の再確認、市民参加・交流の場を提供できた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  東京 2020オリンピック・パラリンピック大会のレガシーとし

て、今後も伝統文化関連事業を継続実施していく。 
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№２３        所管課：生涯学習推進課（生涯学習センターゆとろぎ） 

事務事業名 生涯学習センターゆとろぎ市民協働事業の推進 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 市民組織と協働して、市民ニーズや社会の要請に応えられる

よう生涯学習センターゆとろぎの事業を展開する。 

・芸術鑑賞事業 

・展示事業 

・市民講座 

・協働事業ＨＰの更新等 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【乳幼児期】  

 絵本原画展や芸術鑑賞事業を通じて豊かな情操を育む機会と

する。 

また、子育てに関する講座を開催し保護者の知識の習得と仲

間づくり、子育て力の向上を図る。 

【少年期】 

 芸術鑑賞事業や絵本原画展などを通じて感動を与えると共に

情操を育む場とする。 

また、気軽に参加できる体験教室などを実施し、豊かな人間性

と社会性を身につける機会を提供する。 

【青年前期、青年後期】 

 芸術鑑賞事業や学習講座、展示事業を通じて、豊かな情操と人

間性を育み、知識や教養を身につける機会を提供するとともに、

生涯学習活動を始めるきっかけ作りを目指す。 

また、ゆとろぎ協働事業運営市民の会の活動への理解と参画

を促進する。 

【壮年期、高齢期】 

 芸術鑑賞事業や学習講座を開催し、教養や知識の向上と合わ

せて市民同士の交流の場を提供する。 

また、ゆとろぎ協働事業運営市民の会の活動への理解と参画

を促進する。 

 

・芸術鑑賞事業の実施  

  羽村ゆとろぎ寄席、ゆとろぎ想ひ出の映画鑑等 
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・展示事業の実施  

  アート inはむら展、絵本原画展等 

・市民講座の実施  

  日本の近代文学「与謝野晶子」 

  羽村の企業を知るシリーズ等 

・ゆとろぎ協働事業運営市民の会ＨＰの運営・充実 

 

取組実績 

 

芸術鑑賞事業、展示事業、市民講座事業を実施するとともに、

ゆとろぎイベントガイドを発行した。芸術鑑賞、市民講座は、市

民ニーズ、社会情勢を考慮し、幅広い年齢層に対する企画を実施

した。 

 

＊都の要請に従い新型コロナウイルス感染症対策を実施及び事

業を継続 

＊中止事業は新型コロナウイルス感染症対策によるもの 

＊「満足度」はアンケート回答「とても良かった」「良かった」

の割合 

 

○芸術鑑賞事業 

・メキシコの貴公子 アルハンドロ・ベラ ピアノリサイタル  

（中止）  

・オーケストラで聴くジブリ音楽 

 令和 3年 7月 31日（大ホール） 369人来場（満足度 94％） 

・青少年健全育成の日事業 ゆとろぎ子どもフェスティバル 

 令和 3年 11月 13日～14日  延 870人参加 

 (参考)青少年健全育成事業は表彰式・ポスター展を実施（模擬

店中止） 

・羽村ゆとろぎ寄席 特別公演   

 令和 3年 9月 4日（大ホール）359人来場（満足度 98％） 

・第 68回～第 71回 ゆとろぎ寄席（年 4回）  

 令和 3年 7月 10日（小ホール） 100人来場（満足度 83％） 

 令和 3年 11月 5日（小ホール） 107人来場（満足度 92％） 

 令和 4年 1月 22日（小ホール） 118人来場（満足度 91％） 

 令和 4年 3月 5日（小ホール） 108人来場（満足度 94％） 

・第 18回～第 20回 ゆとろぎ想ひ出の映画鑑（年 3回） 

 令和 3年 7月 11日（小ホール）92人来場（満足度 83％） 
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 令和 3年 11月 28日（小ホール）114人来場（満足度 82％） 

 令和 4年 1月 30日（小ホール） 71人来場（満足度 100％） 

○展示事業 

・20thアート inはむら展  

 令和 3 年 6 月 30 日～7 月 11 日 延 1,440 人来館（満足度

100％） 

・絵本原画展 あずみ虫原画展 

 令和 3年 12月 8日～19日（展示室）733人来場（満足度 100％） 

 (参考)令和 3年 12月 18日（図書館）児童文学講演会 56人

参加 

・鈴木斉 流木アート～森と海からのメッセージ 

 令和 4年 2月 17日～令和 4年 2月 27日（展示室）  

 令和 4年 2月 19日・23日（展示室）20人参加（各日 10人） 

 令和 4 年 2 月 19 日（ワークショップ・小１～４年生対象）8

人参加 

・ゆとろぎ美術館 第 40期～第 42期（全館・年間開催） 

○市民講座 

・日本の近代文学「女性作家…与謝野晶子」 

 令和 3年 6月 12日・7月 11日（講座室１）27 人参加（満足

度 90％） 

・先端テクノロジー講座「世界をつなぐインターネット…その

仕組みと利用を知る」 

 令和 3年 9月 25日（講座室 1）25人参加（満足度 56％） 

・夏休み子ども理科教室 

 令和 3年 8月 7日（レセプションホール）30人参加（満足度

100%） 

・寝たきり予防と健康運動 

 令和 3年 9月 26日（講座室１）28人参加（満足度 81％） 

・わが街はむらを知る ㈱西東京リサイクルセンター 

 令和 3年 9月 26日（講座室１）32人参加（満足度 70％） 

・大切な人権 

 令和 3年 9月 5日（講座室 1）15人参加（満足度 80％） 

・ゆとろぎサイエンス講座「すばる望遠鏡と最新宇宙像」 

 令和 4年 3月 19日（講座室）41人参加（満足度 81％） 

○ゆとろぎ協働事業運営 市民の会の活動 

・ゆとろぎイベントガイドの発行（隔月） 
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・協働事業ＨＰの更新等（随時） 

・サポートグループの活動 

 ◦レセプショニストの会 

  おもてなしの心を大切に、利用者の立場に立った支援を行

った。 

  活動事業 24事業、延従事者数 231人 

 ◦舞台サポートグループ 

  ゆとろぎ事業における照明の補助を行っている。 

  実施活動回数は 0回（業務依頼無し） 

 ◦植栽管理グループ 

  ゆとろぎ植栽管理、清掃等を実施した。 

  年 28回（1回平均 3時間） 

成果・効果 ・市民に知識や教養を身につける機会を提供することはできた。 

・ゆとろぎ協働事業運営市民の会・会員の興味、関心、経験・技

術を活かし、生涯学習事業の実施・ゆとろぎの管理運営面にお

いて協力を得た。 

・講師等打合せの一部、学習講座（大切な人権）でＺｏｏｍ使用

をした。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 講座受講者のレベルのアンマッチを防ぐために、事前に学習

レベルを示す必要があることが判明した。 

また、文協施設におけるデジタル活用の動きが全国的に広が

っており、ゆとろぎにおけるＷｉ-Ｆｉ環境の整備が課題として

浮かび上がった。 
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№２４        所管課：生涯学習推進課（生涯学習センターゆとろぎ） 

事務事業名 大学との連携による講座の充実 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 大学と連携・協力し、大学の知的資源を活用した、質の高い学

習機会を提供する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【青年後期、壮年期、高齢期期】 

 ゆとろぎにおいて大学レベルの高度な知識を学習する機会を

提供することにより、市民の学習ニーズに対応する。 

 

杏林大学、東京都立大学、武蔵野美術大学等と連携した講座、

展示等の実施。  

 

取組実績 

 

大学との連携・協力により、大学の知的資源を活した講座、展

示、公演事業を実施した。 

 

＊都の要請に従い新型コロナウイルス感染症対策を実施及び事

業を継続 

＊中止事業は新型コロナウイルス感染症対策によるもの 

＊「満足度」はアンケート回答「とても良かった」「良かった」

の割合 

 

・サイバー犯罪対策ーデジタル社会の落とし穴ー 《中央大学》 

 令和 3年 6月 13日（レセプションホール）（中止） 

・先端テクノロジー講座「世界をつなぐインターネット 

 …その仕組みと利用を知る」《放送大学》 

 令和 3年 9月 25日（講座室 1）25人参加（満足度 56％） 

・脳トレ体験～予防しよう！自己の認知症 《杏林大学》 

 令和 3年 12月 11日（講座室 1）43人参加（満足度 81％） 

・キャッシュレス決済の現状と未来 《杏林大学》 

 令和 4年 2月 11日（レセプションホール）45人参加（満足度

87％） 

・世界から見た日本語 《東京外国語大学》 

 令和 3年 11月 7日（講座室１）21人参加（満足度 80％） 
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・漢字の魅力を知ろう 《東洋大学》 

 令和 3年 8月 22日（レセプションホール）33人参加（満足度

80％） 

・大切な人権 《杏林大学》 

 令和 3年 9月 5日（講座室 1）15人参加（満足度 80％） 

成果・効果  新型コロナウイルス感染症対策により中止となる事業もあっ

たが、予定していた殆どの事業を実施することができ、大学が持

つ豊富な知識・人材による、質の高い講座、展示、公演を実施し、

高度な学習の機会を提供できた。 

また、令和 3 年 9 月に国立音楽大学との連携協定を締結する

ことができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 専門性の高い学習の機会を提供し続けるため、さまざまな大

学との連携協力により実施事業を充実させていく必要がある。 
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№２５       所管課：生涯学習推進課（生涯学習センターゆとろぎ） 

事務事業名 企業等との連携による生涯学習事業、芸術鑑賞事業の実施 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 企業や財団などと連携・協力し、最先端の科学、技術の紹介講

座や、質の高い芸術鑑賞事業等を実施する。 

・ホール公演 

・講座、講演会 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【乳幼児期～高齢期】 

質の高い芸術作品に触れる機会や市内企業の世界レベルの高

い技術を知る機会を提供し、豊かな情操や人間性とともに地域

への誇りと愛着を育む。 

 

日本放送協会、(公財）青梅佐藤財団、（一財）自治総合センタ

ー、(一財)地域創造、市内企業と連携し、ホール公演、講座等を

実施。 

 

取組実績 企業や財団などと連携・協力し、クラッシックコンサート、寄

席等の芸術鑑賞事業、講演会等を実施した。 

 

＊都の要請に従い新型コロナウイルス感染症対策を実施及び事

業を継続 

＊中止事業は新型コロナウイルス感染症対策によるもの 

＊「満足度」はアンケート回答「とても良かった」「良かった」

の割合 

 

・わが街はむらを知る 《㈱西東京リサイクルセンター》 

 令和 3年 9月 26日（講座室１）32人参加（満足度 70％） 

・テレ朝出前講座「ニュースの裏側と楽しく学べる話し方・伝え

方」《テレビ朝日》  

 令和 3年 12月 12日（講座室１）37人参加（満足度 91%) 

・ＢＳ日本のうた 《ＮＨＫ》  

 令和 4年 1月 27日（大ホール）370人参加（満足度 83％） 

・国立音楽大学オーケストラ演奏会《公益財団法人青梅佐藤財



 - 58 - 

団》 

 令和 3年 5月 8日（大ホール）（中止） 

・子どもＩＴ未来塾 《公益財団法人青梅佐藤財団》 

 令和 3年 8月 21日～9月 18日（6回・産業福祉センター他） 

・メランデ・ピアノ三重奏団 《公益財団法人青梅佐藤財団》 

 令和 3年 10月 6日（大ホール）341人来場 

・国立音楽大学ブラスオルケスター演奏会《公益財団法人青梅

佐藤財団》 

 令和 3年 11月 6日（大ホール）403人来場  

・高橋多佳子ピアノリサイタル《公益財団法人青梅佐藤財団》 

 令和 4年 1月 8日（大ホール）355人来場 

・第 68回～題 71回ゆとろぎ寄席（年 4回）《公益社団法人落語

芸術協会》 

 令和 3年 7月 10日（小ホール）100人来場（満足度 83％） 

 令和 3年 11月 5日（小ホール）107人来場（満足度 92％） 

 令和 4年 1月 22日（小ホール）118人来場（満足度 91％） 

 令和 4年 3月 5日（小ホール） 108人来場（満足度 94％） 

・ピアノデュエットかなえ＆ゆかりコンサート《一般財団法人 

地域創造》 

 令和 4年 2月 18日アウトリーチ・松林小、福祉センター（小

演奏会） 

 令和 4年 2月 18日コンサート（大ホール）155人参加（満足

度 94％） 

・オーケストラで聴くジブリ音楽《一般財団法人 自治総合セ

ンター》 

 令和 3年 7月 31日（大ホール） 369人来場（満足度 94％） 

・2021キッズ伝統芸能体験（日本舞踊） 羽村市参加 16人 

 《東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシ

ル東京 他》  

 令和 3年 9月 25日（国立能楽堂）開会式 

 令和 3年 12月 4日～令和 4年 3月 19日（ゆとろぎリハーサ

ル室・6回）稽古 

 令和 4年 3月 19日（国立劇場）発表 

・初めての絵手紙教室（全 4回）《羽村市文化協会》 

 令和 3 年 11 月～12 月 17 日（学習室１）10 人参加（満足度

90％） 



 - 59 - 

成果・効果 企業、公益財団法人等と連携協力し、質の高い事業を展開する

ことにより、豊かな情操と人間性を高める機会を提供すること

ができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  最先端の科学・技術の紹介の場や、質の高い鑑賞の機会を提供

し続けるため、さまざまな企業・財団の連携協力により実施事業

を充実させていく。 
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№２６       所管課：生涯学習推進課（生涯学習センターゆとろぎ） 

事務事業名 伝統文化交流事業の実施 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 郷土芸能や日本を代表する伝統文化に身近に触れ、出演者と

の交流を通じて羽村の文化の醸成・創造に役立てる。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【乳幼児期】  

 伝統文化や郷土芸能に触れる機会を提供し、豊かな情操を育

む場とする。 

【少年期～青年後期】 

 伝統文化や郷土芸能の公演等を通じて、日本の文化への興味・

関心を高めると共に地域への愛着心を育む。 

また、伝統文化や郷土芸能を継承する担い手として活動に参

加するきっかけとする。 

【壮年期、高齢期】 

 伝統文化や郷土芸能の公演等を通じて、郷土愛を深めるとと

もに、日本の文化の魅力を再発見する機会とする。 

 

・伝統文化交流事業 inゆとろぎの実施 

  越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能 

  埼玉県 竹間沢車人形公演 

  ゆとろぎでお正月を遊ぼう！ 

・羽村の祭囃子の実施  

 

取組実績 伝統文化交流事業を実施した。 

 

＊都の要請に従い新型コロナウイルス感染症対策を実施及び事

業を継続 

＊中止事業は新型コロナウイルス感染症対策によるもの 

 

○伝統文化交流事業 inゆとろぎの実施 

・越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能（中止） 

・羽村の祭囃子（中止） 

・竹間沢車人形（中止） 

・ゆとろぎでお正月を遊ぼう！   
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 令和 4年 1月 9日（講座室１）延 433人参加 

 書初め（１F学習文化情報コーナー） 

 初釜（1F市民活動コーナー 

 初生け（１Fホワイエ） 

 お正月遊び（交流ひろば） 

・2021キッズ伝統芸能体験（日本舞踊） 羽村市参加 16人 

 令和 3年 9月 25日（国立能楽堂）開会式 

令和 3年 12月 4日～令和 4年 3月 19日（ゆとろぎリハーサ

ル室）稽古 6回 

 令和 4年 3月 19日（国立劇場）発表 

成果・効果 日本の文化に親しみ、懐かしい遊びを通して、子どもから高齢

者まで世代を越えた交流の場を提供することができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｃ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 「越中八尾おわら風の盆」については、コロナ禍による移動の

制限、補助金の不採択といった状況を踏まえ、令和 4 年度から

一旦休止とすることとした。 
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№２７       所管課：生涯学習推進課（生涯学習センターゆとろぎ） 

事務事業名 子ども向け体験学習機会の充実 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【少年期、青年前期】 

内容・目的 学校、家庭、地域が連携し、子どもたちがさまざまな体験学習

などに参加できる機会を提供する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【少年期・青年前期】 

 先端技術を身近に感じてもらうため展示やワークショップ等

を実施する。 

また、一流の音楽家による指導・演奏など普段できない体験学

習の場を提供し、子どもの夢や希望、豊かな情操を育む機会とす

る。 

 

・子ども体験塾「わくわく☆ラボ」の実施 

 青梅市、瑞穂町と連携し、先端テクノロジーのレーザーカッタ

ーを使用したワークショップや恐竜ロボットの展示を行う。 

・子ども体験塾「子ども国際交流音楽祭」の実施 

奥多摩町、檜原村と連携し、一流の音楽家による指導と交流コ

ンサートを行う。 

 

取組実績 

 

 

 

 

子ども体験塾を実施した。 

 

＊都の要請に従い新型コロナウイルス感染症対策を実施及び事

業を継続 

＊中止事業は新型コロナウイルス感染症対策によるもの 

＊「満足度」はアンケート回答「とても良かった」「良かった」

の割合 

 

○「わくわく☆ラボ」（青梅市、瑞穂町と共同実施） 

・恐竜ロボットファクトリー（展示） 

 令和 3年 8月 3日～9日（展示室）2,162人参加（満足度 96％） 

・レーザーカッターで作って遊ぼう（ワークショップ） 

 令和 3年 8月 6日（小ホール）43人参加（満足度 100％） 

・魔法とアートのサーカス団（ホール公演） 

 令和 3年 8月 3日（大ホール）315人参加（満足度 79％） 
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○「子ども国際交流音楽祭」（奥多摩町、檜原村と共同実施） 

 令和 3年 10月 11日（中止） 

年度当初の緊急事態宣言に伴い、事業の共同主催者である奥

多摩町、檜原村の意向を踏まえて中止とした。 

成果・効果 「わくわく☆ラボ」は児童向けの事業として実施し、夢や希望

をあたえる場とすることができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 今後も事業を継続していくため、連携自治体、関係団体と情報

交換と調整を図っていく。 
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№２８                     所管課：スポーツ推進課 

事務事業名 スポーツを通じた健康づくりの推進 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 市民の健康増進を図るとともに、スポーツによって市民相互

のふれあいや親睦を深めるため、スポーツを通じた健康づくり

のイベントや教室などを開催する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

健康づくりのためのスポーツの習慣化の必要性について普及

啓発を行い、健康の保持・増進を図るため、健康課と連携し下記

のイベント等を開催する。 

 

・「健康づくり教室」 1回（定員 20人）開催 

・「体力測定」 4回（定員 20人）開催 

・「健康・スポーツフォーラム」 1回（定員 50人）開催 

・トレーニングルーム事業や卓球場開放事業の実施 

 

取組実績 

 

・「健康づくり教室（正式名称：今日から骨コツ筋力アップ教室）」 

  令和 3年 11月 5日～12月 24日（毎週金曜日：全 8日） 

  参加者数 18人（延べ 109人） 

・「体力測定」 

  令和 3年 6月 12日、8月 21日、12月 18日、 

令和 4年 2月 12日 

参加者数 66人 

・「健康・スポーツフォーラム」 

  令和 4年 1月 

※新型コロナウイルス感染症対策のため中止 

・トレーニングルーム事業や卓球場開放事業 

  令和 3年 4月～令和 4年 3月 

  年間利用者数 22,693人 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、 

令和 3年 4月 27日～5月 31日 利用中止 



 - 65 - 

成果・効果 ・「健康づくり教室（正式名称：今日から骨コツ筋力アップ教室）」

の開催により、継続して運動することの重要性について普及

啓発を行うことができた。 

・「体力測定」を実施することにより、スポーツを始めるきっか

けづくりを提供することができた。 

・トレーニングルーム事業や卓球場開放事業の実施により、ス

ポーツを気軽に親しむ環境を提供することができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  コロナ禍においても、より多くの市民が安心して参加できる

イベント等の開催について検討していく必要がある。 
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№２９                     所管課：スポーツ推進課 

事務事業名 
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会成功に向けた

取組みとスポーツの推進 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 市民のスポーツの推進を図るため、東京 2020大会の気運醸成

に向けた取組みを推進する。 

また、東京 2020大会を契機に、スポーツへの関心を高め、ス

ポーツに触れる機会の少ない市民が日常的にスポーツに親しむ

取組みを促すことで、市民のスポーツ習慣の定着を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業に掲げた事業につい

て、回数や時間を増やすなどして開催する。 

また、東京 2020大会気運醸成のため、既存の事業を参画プロ

グラム認定事業として実施する。 

 

・小・中学生「走り方教室」（初心者編）年代別に 1回（定員 50

人）開催 

・小・中学生「走り方教室」（競技力向上編 1回（定員 50人）

開催  

・小・中学生「フィジカルトレーニング（体幹）教室」（競技力

向上編） 年代別に 1回（定員 50人）開催  

・歩くことからはじめよう 1回（定員 50人）開催 

・東京 2020参画プログラム認証事業の実施（2件） 

 

取組実績 

 

【多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業】 

・小・中学生「走り方教室」（初心者編） 

 令和 3年 12月 18日、19日 

 参加者数 140人 

※令和 3 年 5 月 9 日は新型コロナウイルス感染症対策のた

め中止 

・小・中学生「走り方教室」（競技力向上編） 

 令和 3年 12月 18日、19日 

参加者数 39人 

※令和 4年 1月 15日は新型コロナウイルス感染症対策のた
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め中止  

・小・中学生「フィジカルトレーニング（体幹）教室」 

 令和 3年 12月 26日、令和 4年 1月 9日 

参加者数 121人 

・歩くことからはじめよう 

 令和 4年 1月 8日、22日 

参加者数 38人 

 

【東京 2020参画（公認）プログラム認証事業】 

・東京 2020大会気運醸成のため、スポーツ推進課の実施事業（2

件）を「東京 2020参画（公認）プログラム」として認証を受

け、実施 

 ①羽村市総合体育大会 

 ②小・中学生「走り方教室」 

成果・効果 多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業については、市民のス

ポーツ習慣の定着を促す事業として実施することができた。 

また、東京 2020参画（公認）プログラム認証事業については、

チラシ等に東京 2020公認マークを入れることにより、東京 2020

大会に向けた開催気運の醸成を図ることができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業は市長会助成事業で

あり、令和 3 年度で制度終了となるが、小・中学生「走り方教

室」等については、事業自体を東京 2020大会のレガシーとして

令和 4年度以降も継続実施していく。 
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№３０                     所管課：スポーツ推進課 

事務事業名 
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た

障害者スポーツの推進 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 東京 2020大会を契機とした、パラリンピック競技の紹介など

の普及啓発活動に取り組むとともに、スポーツ指導に関する専

門知識を習得する指導員の育成を支援するなど、障害者スポー

ツの推進を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

障害者レクリエーションのつどいで障害者スポーツを紹介す

る。 

また、障害の有無に係わらず参加可能な障害者スポーツイベ

ントを開催する。 

 

・障害者レクリエーションのつどい 

障害者スポーツを紹介 1回開催 

・障害者スポーツのススメ 1回（定員 30人）開催 

 

取組実績 

 

・障害者スポーツ・レクリエーションのつどい 

 令和 3年 6月 27日 

※新型コロナウイルス感染症対策のため中止 

・障害者スポーツのススメ 

①ボッチャ体験教室 

 令和 3年 11月 28日、12月 11日 

参加者数 35人 

②ボッチャはむら大会 

 令和 4年 1月 15日 

参加者数 39人（12チーム） 

成果・効果 「障害者スポーツのススメ」を実施することにより、パラリン

ピック競技の普及啓発につながった。 

 また、障害の有無に係わらず参加可能な「ボッチャ」を種目と

したことで、障害者と健常者が一体となってスポーツを楽しむ

ことができた。 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 ボッチャ体験教室とボッチャはむら大会については、東京

2020大会のレガシー継承のため、令和 4年度以降も継続実施し

ていく。 

さらに、「ボッチャ」以外のパラリンピック競技種目を体験で

きる事業も新たに実施し、障害者スポーツのさらなる推進を図

っていく。 
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№３１                     所管課：スポーツ推進課 

事務事業名 次期スポーツ推進計画の策定 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 新規 

生涯学習基本計画 ライフステージ 

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 市におけるスポーツ推進の基本的な方向性を定める次期スポ

ーツ推進計画を策定する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

第 2期羽村市スポーツ推進計画の策定 

・スポーツ推進計画策定委員会の開催 

・スポーツ推進審議会による審議 

・意見公募手続の実施 

 

取組実績 

 

①スポーツ推進計画策定委員会の開催 

庁内の関係部署の職員によるスポーツ推進計画策定委員会を

設置し、3回開催した。 

②スポーツ推進審議会による審議 

スポーツ推進審議会で計画案について 2回の審議を行った。 

③意見公募手続の実施 

「第 2期羽村市スポーツ推進計画（案）」の意見公募手続を令

和 4年 3月 1日から 3月 21日まで実施した。期間中、質問・意

見は無かった。 

成果・効果 上記の取組により、「第 2期羽村市スポーツ推進計画」を策定

することができた。 

策定にあたっては、第六次羽村市長期総合計画及び第二次羽

村市生涯学習基本計画との整合性を図り、障害者スポーツの分

野や健康促進施策等も盛り込んだ計画とすることができた。 

 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 
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課題・対応 第 2期羽村市スポーツ推進計画を着実に実践し、「スポーツを

通した 健康づくり まちづくり」に取り組んでいく。 
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№３２                         所管課：図書館 

事務事業名 創意工夫による図書紹介と図書館サービスの提供 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 図書紹介の工夫や、読書に興味を持ってもらえるような企画

及びイベントを実施し、読書離れ(図書館利用実績の減少度合

い)を緩和させる。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【乳幼児期】【少年期】 

さまざまな企画展示による図書紹介、読書手帳の活用 

【青年前期】【青年後期】 

ヤングアダルト（ＹＡ）コーナーの事業展開による図書紹介、

学校との連携 

【青年後期】【壮年期】 

ブックスタートや子育て関連に役立つ図書紹介 

【老齢期】  

大活字本など読書しやすい環境の提供、さまざまなテーマを

もとにした図書紹介 

 

取組実績 

 

【図書紹介企画展示関係】 

・季節ネタ、時事ネタなど、注目されるテーマに沿って資料を紹

介する展示を行った。特に、令和 3年度は東京 2020大会開催

にあわせて、オリ・パラ出場選手への応援メッセージ及び羽村

市がホストタウンとなったキルギス共和国あてメッセージを

募り、合計 466 人のメッセージの館内展示を通して、オリン

ピック・パラリンピック関連資料の展示貸出を行った。 

(関連図書展示 120冊、うち貸出 64件) 

・例年実施している親子で図書館業務を体験するイベントは、

新型コロナウイルス感染症対策のため内容を見直し、少人数

での参加とし、人との接触を抑えた「親子で図書館探検」の内

容に切り替えた。 

【読書手帳関係】 

・小・中学生 1年生に対し、読書手帳を配布した。 

（対象 1,272部） 

・多くの本を読み、読書手帳に記録した 11人に対して、読書手
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帳表彰を行った。 

（中学生以下 500冊、高校生以上 1,000冊で表彰対象） 

【ヤングアダルトコーナー関係】 

・図書館資料等を使って質問を解いていく「謎ときイベント」を

実施し、ＹＡコーナーとそこに配架している資料などの認識

を高められる工夫を図った。 

(参加者：ＹＡ12人、児童 48人) 

【ブックスタート関係】 

・新型コロナウイルス感染症対策のため、従来行っていた対面

式での教室が、昨年度同様、実施できなかったため、動画上映

による啓発を行った。 

【高齢者関係】 

・大活字本を例年以上に購入（令和 2年度 58冊→令和 3年度 83

冊）し、蔵書の充実を図った。 

また、大活字本の本棚レイアウトを見直し、多くの大活字本が

直接手にとれるようにした。 

 

成果・効果 新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館中においても、

予約した資料を玄関先で受け取れるようにし、市民の自宅等に

おける読書活動を支援することができた。 

ＹＡコーナーの「謎解きイベント」は、児童コーナーとのコラ

ボ企画として、小学生でも参加できるよう設問を工夫した。これ

により、小学生児童がＹＡコーナーの存在を知ることにつなげ

ることができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 図書の展示や企画物については、さまざまなアイデアを取り

入れて、利用者の目を引き付け、読書の関心に結びつくようにし

ていくことが必要である。 
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№３３                         所管課：図書館 

事務事業名 絵本関連講座・ボランティア養成講座の開催 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 子どもの読書活動推進計画に掲げた子どもの読書活動を推進

する。 

子どもの読書習慣に結びつけられるよう、絵本に興味を持ち、

読書が好きになるための講座を選定し開催する。子育てボラン

ティアなどの人には、今後の子どもへの関わりに活かせるよう、

知識の裾野を広げてもらう。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【乳幼児期】～【青年前期】 

絵本の活用について学び、実際に子育ての中に取り入れる。 

【青年後期】 

子育ての参考となるよう知識の習得を図る。 

【壮年期】～【高齢期】  

読み聞かせやお話し会に活かすための技術の習得を進める。 

 

取組実績 

 

【絵本関連講座】 

絵本関連講座は、絵本作家・垂石眞子氏を講師に招き、絵本を

作る内容とした。 

講師の垂石氏は、多くの絵本作品を発表して、子どもたちにも

人気があることから、参加者 15人中、小学生５人の参加があっ

た。 

【ボランティア養成講座】 

読み聞かせ活動をしているおはなしボランティアの方たち

に、新たな活動機会となるよう、ストーリー立てて本を紹介する

「ブックトーク」についての講座を開催した。 

 (1回目 15人、2回目 21人参加) 
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成果・効果 【絵本関連講座】 

子どもたち自らが絵本づくりを経験する講座を実施すること

ができた。 

また、講座受講生に対してアンケートを行った結果、アンケー

ト回答者 11人の 90.9％から満足との回答が得られた。 

【ボランティア養成講座】 

わかりやすく苦手意識を払拭する講座内容であり、今後ブッ

クトークの担い手を育てる一歩になった。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  絵本関連講座については、今後も子どもが参加したくなるよ

うな講座内容を企画し、子どもの受講につなげていく。 

 ボランティア養成講座については、今後もさまざまな切り口

から講座内容を検討し、ボランティア人材の育成に役立ててい

く。 
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№３４                         所管課：図書館 

事務事業名 図書資料の充実 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期】 

内容・目的 子ども向け資料や子育て関連の図書の購入を増やし、乳幼児

期から青年前期の若い世代に対しての読書環境を向上させる。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【乳幼児期】～【青年前期】 

児童書、ヤングアダルト (ＹＡ)資料の購入による図書の充実

を図る。 

【青年後期】 

子育て関連資料の購入により、子育てと子どもの読書環境の

整備を図る。 

 

取組実績 

 

児童書の購入  1,734冊 

ＹＡ資料の購入 407冊 

子育て関連資料の購入 95冊 

成果・効果 蔵書冊数 

児童書 113,599冊 (前年：113,583冊) 

ＹＡ資料 13,639冊(前年：13,373冊)  

子育て関連資料 4,482冊 (前年：4,525 冊) 

 

図書資料の選書において、類書の状況、貸出状況、収集してい

ないジャンルなどを勘案しすすめ、バランス良く揃えることが

できた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 資料の購入については、市の財政状況により予算の確保が一

層厳しくなることが予想されるので、さらに選書を慎重に行い、

資料をバランスよく収集する必要がある。 

また、電子書籍の導入については、市民ニーズや出版社の動

向、他図書館での導入状況などを把握し検討を続けていく。 
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№３５                         所管課：図書館 

事務事業名 第四次羽村市子ども読書活動推進計画の策定 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 新規 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 子どもの自主的・自発的な読書活動を支援するため、家庭・地

域・学校などでの子どもが読書する環境を整え、社会全体で子ど

もの読書に関連する活動を位置づける 5か年計画を策定する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

令和 4年 3月 第四次羽村市子ども読書活動推進計画策定 

・子ども読書活動推進計画策定委員会の開催 

・図書館協議会による審議 

・意見公募手続きの実施 

 

取組実績 

 

①子ども読書活動推進計画策定委員会の開催 

羽村市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱に基づき

設置された子ども読書活動推進計画策定委員会を４回開催し

た。 

②図書館協議会による審議 

図書館協議会で計画案について２回の審議を行った。 

③意見公募手続の実施 

「第四次羽村市子ども読書活動推進計画（案）」の意見公募手

続を令和 4 年１月５日から２月４日まで実施した。期間中、１

人から２件の意見があった。 

成果・効果 上記の取組により、第四次羽村市子ども読書活動推進計画を

策定することができた。 

策定により、子どもの読書活動につながるための事業の見直

しを図ることができた。 

新たに重点をおいて取り組む事業についても位置付けること

ができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 
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課題・対応 第四次羽村市子ども読書活動推進計画に位置付けた事業等を

確実に実施し、子どもの読書活動の向上（読書離れの抑制）を図

る。 
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№３６                       所管課：郷土博物館 

事務事業名 東京都指定文化財「羽村橋のケヤキ」保護事業の実施 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 レベルアップ 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的  市内にある東京都指定天然記念物「羽村橋のケヤキ」につい

て、延伸した枝剪定・根元開口部処置等の保護事業を行い、文化

財の保存・活用を図る。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

文化財保護法、東京都文化財保護条例、羽村市文化財保護条例

の規定に基づき、文化財の保存と活用が適切に行われるよう進

める。 

 

取組実績 

 

東京都指定文化財の「羽村橋のケヤキ」の保護事業者に対して

補助金を交付し文化財の保護に努めた。 

 ○令和 3年度東京都文化財保存事業費補助金 1,109,000円 

 ○令和 3年度羽村市文化財保存事業費補助金  554,000円 

 ○事業者負担                555,700円 

                 事業費計 2,218,700円 

【実施日】 

 令和 4年 2月 8日～9日 

【内容】 

 剪定作業（密な枝葉を全体的に間引き） 

 ワイヤー支柱取換え（成長した幹に合わせて取換え） 

 根元開口部ウレタン除去（ウレタン材の除去・空洞内の調査） 

 樹木医監理の下実施、今後も定期的な剪定や継続的な観察が

必要である。 

成果・効果 所有者と協議調整し、樹木医監理のもと剪定や開口部のウレ

タン除去作業等を実施したことで、文化財の保護（ケヤキの延命

化）を適正に実施することができた。 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  今後も現在の樹冠の維持と落枝の危険リスク管理のため、定

期的な剪定が必要である。 

また、注意して観察すべき点として、根元の枯死部と開口部か

らの土壌の流出があるため、継続的に保護事業に取り組んでい

く必要がある。 
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№３７                       所管課：郷土博物館 

事務事業名 各種展示や体験学習などの実施 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 

【少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 【少年期】 

 羽村の自然・歴史・文化を知る上で玉川上水、養蚕や中里介山

に関する常設展示並びに旧下田家住宅の公開を行うとともに、

小学校のカリキュラムに連動した郷土学習の創出、機会の提供

など、学校との連携を図り児童・生徒の羽村学（郷土学習）の学

習支援を行う。 

また、展示説明員及び学芸員が学習指導要領及び副読本等に

準拠した解説を行う。 

 加えて、身近な地域の伝統や文化などを体験する学習会など、

夏期期間等の家庭学習の機会を創出し、支援する。 

【青年前期】～【青年後期】 

 羽村の歴史や伝統文化をわかりやすく伝えるため、各種展示

を実施する。 

 また、羽村の動植物等を観察する自然観察会や羽村の文化等

に触れることのできる体験学習会などを実施する。 

 郷土博物館登録郷土研究員などによる歴史講座を実施し、郷

土学習の場の創出、機会の提供、学習支援を行う。 

【壮年期】 

 羽村の歴史や伝統文化をわかりやすく伝えるため、各種展示

を実施する。 

 また、羽村の動植物等を観察する自然観察会や羽村の文化等

に触れることのできる体験学習会などを実施する。 

 市民参加型の事業展開を重点的に行い、広く郷土学習の機会

を創出するとともに、学習の深化についても支援することによ

り、循環型の生涯学習社会に向けた取組みを行う。 

【高齢期】 

 羽村の歴史講座や自然観察会などを実施し、郷土学習の充実

を図るとともに、循環型生涯学習の担い手としての活動をサポ

ートし、将来に伝えるべき歴史・民俗的な経験や知識の発信者と

して生涯学習への参画の取組みを行う。 
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 また、市民参加型の事業展開を重点的に行い、広く郷土学習の

機会を創出するとともに、学習の深化についても支援すること

により、循環型の生涯学習社会に向けた取組みを行う。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【少年期】 

 市内小学校見学数  全 7校 

・常設展示（玉川上水）    4年生 

・ミニ展示          4年生 

・企画展示（むかしのくらし） 3年生 

 

【青年前期】～【高齢期】 

・企画展の実施  

・体験講座の実施  

・歴史講座の実施  

 

※展示内容との整合を図りつつ、各期を主対象とした事業を企

画する。 

 

取組実績 

 

【少年期】 

市内小学校見学数   

 ・常設展示（玉川上水）    全 7校（4年生） 

 ・ミニ展示          全７校（4年生） 

 ・企画展示（むかしのくらし） 全７校（3年生） 

【青年前期】～【高齢期】 

企画展・特別展 

 ①企画展「こいのぼりと五月人形展」 

  令和 3年 3月 27日～5月 16日 観覧者数 2,091人 

 ②企画展「錦亀館～はむらの映画館」 

  令和 3年 6月 5日～8月 22日 観覧者数 2,714人 

 ③ミニ展示「玉川上水を調べよう！」 

  令和 3年 6月 12日～令和 4年 3月 31日 

 観覧者数 23,122人 

 ④季節かざり「七夕かざり」 

  令和 3年 6月 19日～7月 11日 観覧者数 778人 

 ⑤東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連展示 

  令和 3年 7月 7日～7月 15日 観覧者数 32人 

  （羽村市役所で開催） 
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 ⑥共催企画展「平和の企画展」 

  令和 3年 8月 4日～8月 18日 観覧者数 1,667人 

  （羽村市図書館で開催） 

 ⑦特別展「土器ッと羽村」 

  令和 3年 9月 11日～12月 19日 観覧者数 12,939人 

 ⑧季節かざり「お月見かざり」 

  令和 3年 9月 18日～9月 26日 観覧者数 599人 

 ⑨季節かざり「お正月かざり」 

  令和４年 1月 4日～1月 10日 観覧者数 359人 

 ⑩企画展「むかしのくらし」 

  令和 4年 1月 4日～1月 23日  観覧者数 1,553人 

  令和 4年 1月 10日～1月 16日 観覧者数 567人 

 ⑪企画展「ひな人形展」 

  令和 4年 2月 5日～3月 6日 観覧者数 2,280人 

 ⑫青梅市合同開催企画展「東京の空襲資料展」 

  令和 4年 3月 1日～3月 11日 観覧者数 263人 

講座・学習会等 

 ①体験学習「まゆ玉から糸をひこう！」 

  令和 3年 8月 14日 参加者 30人 

 ②自然観察会「身近なクモのちょっと知らない世界」 

  令和 3年 10月 16日 参加者 12人 

 ③野鳥観察会 

  令和 3年 11月 3日 参加者 53人 

※令和 4年 1月 26日（新型コロナウイルス感染症対策のため

中止）  

 ④歴史散歩「歴史散歩 はむら神社めぐり」 

  令和 3年 11月 28日 参加者 13人 

 ⑤歴史講座「戦後羽村の住宅開発 

～多摩地域の郊外化と団地建設との関係から～」 

  令和 4年 1月 22日 参加者 13人 

 ⑥体験学習会「まゆ玉かざりをつくろう！」 

   令和 4年 1月 10日 参加者 567人 
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成果・効果 ○「玉川上水」及び「むかしのくらし」について、展示説明員及

び学芸員が学習指導要領及び副読本に準拠した解説を行い、

羽村の自然・歴史・文化を学習する機会を提供することができ

た。 

○地域資料の収集・調査研究の成果を、展示を通じて市民へ還元

し、郷土の歴史や文化を知る機会を提供することができた。 

○季節ごとの郷土の年中行事に関する展示を実施し、来館者が

羽村の文化を知る機会となるとともに、季節ごとに展示を感

じてもらうことができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 今後も、市民や来館者の満足度を高めるため、展示内容や展示

方法、周知方法について質の向上を目指していく。 

また、展示説明員養成講座を令和 4 年度に実施し、展示説明

員の充実を図る。 
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№３８                       所管課：郷土博物館 

事務事業名 施設の保全と機能の充実 

教育目標に基づく方向性 学習活動の活性化 レベルアップ 

生涯学習基本計画 ライフステージ  

【乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的  昭和 60 年の開館から 35 年が経過し、施設全体の経年劣化が

進んでいる。特に、来館者が接する館内の床や壁面などの内装、

館外では、エントランスタイルのひび割れや接合部の老朽化な

ど、また、当初設置した監視装置などが破損・剥離・故障などに

より機能不全を起こしつつある。 

 また、開館時に導入した寄贈資料等洗浄給湯機の老朽化で故

障により洗浄できないなど、これまで博物館事業を支えてきた

事業用インフラに欠陥が生じつつある。 

 これらについては、順次更新を図るべきところであるが、財政

状況等を踏まえ、展示方法の工夫や自製による補修、買い替えと

修繕のコスト精査などでしのぎつつ、計画的な保全を進めてい

く。 

 また、不要物の排除や施設内の美化、道具類の整理・整備など

により、展示・事務・研究・収蔵・作業の各スペースについて最

適化を図る。これにより、本来の空間を最大限に活用し、安全の

確保、作業の迅速化・効率化を進め、限られたマンパワーを有効

に活用し、博物館が求められる機能の充実に取り組む。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

社会教育法、博物館法、郷土博物館設置条例等に示された博物

館に求められる機能の回復と機能の充実を推進し、施設関係に

ついては建築課と調整し検討していく。 

 

〈主な修繕等〉 

・エントランスタイル修繕 

 

取組実績 

 

施設利用者や施設維持管理に係る緊急修繕が必要な故障が発

生したため、目標設定していたエントランスタイル修繕を変更

して緊急修繕を実施した。 

①給水管漏水修繕 

②温湿度計測小型中央監視盤不具合修繕 
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③男子トイレ小便器自動洗浄機器取替修繕 

④汚水桝及び排水管高圧洗浄清掃 

成果・効果 緊急修繕を実施したことで、施設利用者の利便性の保全及び、

施設の長寿命化を図ることができた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応  施設全体の経年劣化が進んでおり、特に、エントランスタイル

のひび割れや接合部の老朽化などが進んでいるため、令和 4 年

度に修繕を行う。 
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№３９            所管課：生涯学習推進課（生涯学習総務課） 

事務事業名 初心者講座の実施【再掲】 

教育目標に基づく方向性 学習成果の積極的な活用 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 

【少年期、青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 地域の人材を講師として活用した初心者向けの生涯学習講座

を開催することで、学習や活動の成果を地域社会に活かし還元

できる仕組みを構築する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

 人材バンク「はむら人ネット」に登録している知識や技能を有

する人材を講師とした講座を開催する。 

 また、学んだ市民が各種団体へ参加するなどの地域活性化を

図る。 

 

 初心者講座 2講座／年 

 

取組実績 

 

当初計画にある年間 2 講座・各講座 2 日実施について、初心

者には 2日では覚えれれないため、1講座 4日実施に変更し、実

施した。 

・アルトに挑戦！基礎から学ぶリコーダー講座 

令和 3年 10月 6日、13日、20日、27日 

（コミュニティセンター3Ｆホール） 

講師 5名（羽村リコーダーアンサンブルの会員） 

参加者 8人（満足度 100％（大満足 67%、やや満足 33%）） 

成果・効果 ・今年度は文化協会登録団体が講師を担当。「はむら人ネット」

登録者の活用はできなかった。 

・講座実施により、参加者の学習体験の機会となったが、サーク

ルの立ち上げ、羽村リコーダーアンサンブルへの加入といっ

た主体的な活動には繋がらなかった。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｃ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 
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課題・対応 市民の学習ニーズを捉えた講座を企画するとともに、参加者

の各種団体へ参加や自主的なサークル立ち上げなど地域活性化

に繋がる働きかけを行っていく。 
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№４０       所管課：生涯学習推進課（生涯学習センターゆとろぎ） 

事務事業名 アクティブシニア向け講座等の充実 

教育目標に基づく方向性 学習成果の積極的な活用 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【壮年期、高齢期】 

内容・目的 社会参加などのきっかけづくりを行うため、健康維持や地域

での活躍を目指そうとするアクティブシニアを応援する講座、

趣味などを通した生きがいづくりのための講座等を開催する。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

【壮年期・高齢期】 

 趣味づくりや生きがいづくりを目指した講座を実施し、新た

な教養を身につけ充実した生涯学習活動のきっかけとする。 

また、参加者同士の交流による仲間づくりや社会参加に繋げ

るとともに、自主グループ活動を支援する。 

 

生涯学習を推進していくため、中高年を対象とした講座を行

う。 

・中高年向けの講座の実施 

 

取組実績 

 

アクティブシニア向けの講座等を実施した。 

 

＊都の要請に従い新型コロナウイルス感染症対策を実施及び事

業を継続 

＊中止事業は新型コロナウイルス感染症対策によるもの 

＊「満足度」はアンケート回答「とても良かった」「良かった」

の割合 

 

・日本の近代文学「女性作家…与謝野晶子」 

 令和 3年 6月 12日、7月 11日（講座室１）27人参加 

（満足度 90％） 

・第 18回～第 20回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑（年 3回） 

 令和 3年 7月 11日（小ホール）92人来場（満足度 83％） 

 令和 3年 11月 28日（小ホール）114人来場（満足度 82％） 

 令和 4年 1月 30日（小ホール）71人来場（満足度 100％） 

成果・効果 文学講座、映画鑑賞事業を実施し、シニア世代の社会参加、生

きがいづくりを促した。 
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令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ａ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 シニア世代のニーズに即した講座について幅広く検討・開催

し、生きがいづくり、社会参加のきっかけづくりを支援してい

く。 
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№４１                       所管課：郷土博物館 

事務事業名 登録郷土研究員制度の推進 

教育目標に基づく方向性 学習成果の積極的な活用 重点 

生涯学習基本計画 ライフステージ 【青年前期、青年後期、壮年期、高齢期】 

内容・目的 郷土博物館登録郷土研究員を講師とした新規研究員の育成、

また、将来の市史編さんや郷土博物館事業での担い手となる人

材を発掘する。 

また、生涯学習により身に付けたものを他の世代に伝えてい

くことを通じた生きがいづくりなど、壮年の地域回帰に寄与す

る循環型の学習活動の定着に向けた取組みを行う。 

令和３年度の目標 

※ライフステージごと

の目標を記入 

登録郷土研究員登録者の育成及び協働を推進する。 

 

取組実績 

 

登録郷土研究員からの寄稿により、「羽村市郷土博物館紀要 

第 36号」を発行した。 

また、来館者等からの専門的な質問について、登録郷土研究員

の助言をもとに回答した。 

なお、登録郷土研究員を講師として実施している「歴史講座」

は、実施に至らなかった。 

成果・効果 登録郷土研究員による郷土資料（玉川上水・中里介山など）の

調査研究の成果を紀要にまとめ、市民や研究者の歴史的資料と

して活用される郷土研究が行われた。 

令和３年度の目標に

対する評価（達成率） 

評 価 Ａ 目標に対する達成度 ８０％以上 

Ｂ 

Ｂ 目標に対する達成度 ５０％以上８０％未満 

Ｃ 目標に対する達成度 ３０％以上５０％未満 

Ｄ 目標に対する達成度 ３０％未満 

－ 未実施 

課題・対応 羽村市郷土博物館の常設展示では、自然・郷土史・民俗・玉川

上水・中里介山など多岐にわたっており、それぞれの分野の調査

研究が必要であることから、今後も専門的人材の確保が必要で

ある。 
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４ 点検・評価に関する学識経験者からの意見 

金 子 秀 夫  （元昭島市教育委員会事務局生涯学習部長） 

今回の羽村市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の

対象となる事業は、令和３年度において実施された 41の主な事務事業です。これらの事務

事業は、前年度同様に羽村市教育委員会の教育目標の実現を図るために定められた４つの

基本方針に則り実施事業が５つの方向性に分類されています。内訳は、新規事業２、レベ

ルアップ事業６、重点事業 33の計 41事業です。事務事業数としては、令和２年度と比べ

ると１件の減、レベルアップ事業は半減しています。 

では、以下に５つの方向性ごとに実施された幾つかの事業について意見を述べます。 

 

１ 小中一貫教育を柱とした教育の充実 

№2 中学校区ごとの特色ある教育活動の充実 

この事業は、前年度においてはレベルアップ事業と位置付けて実施したものを令和３年

度において重点事業として実施されたものです。令和２年度のこの事業の報告書の課題・

対応欄には「中学校区ごとの連携した特色ある教育活動をしていくに当たっては、教員同

士意見交換の場となる各委員会等の充実を図っていく。」と記されています。そこで令和３

年度のこの事業の取組実績を拝見しましたが、報告書記載の委員会等の開催件数や乗り入

れ授業の実施回数は、ほぼ横ばいです。開催回数等の増加だけが各委員会等の充実の証と

は言えないと思いますが、Ｂ評価の続く本事業の課題点を的確に見極め、Ａ評価事業に戻

してほしいものです。 

 

２ 多様なニーズに応じた教育の充実 

№11 特別支援体制の充実（インクルーシブ教育システムの構築） 

№12 特別支援教育の充実（発達支援体制の充実） 

№13 教育相談の充実（スクールソーシャルワーカー等と連携した支援体制） 

№14 教育相談の充実（いじめの未然防止、早期発見対応の取組み） 

令和３年度において多様なニーズに応じた教育の充実を実現するために用意された事

業は、以上の４本です。令和元年度、２年度においても同様な４件の事業が用意されまし

たが事業の件名を見ても、取組みの方向性を見ても微妙に異なっています。事務事業の件

名には、当該事務事業の目標を達成するための意図が具現化されていることと思います。

従って、事務事業の評価に当たっては、事務事業の目標達成のための意図が具現化されて

いる件名（特に、ほぼ同一の目標を達成しようとする場合）は、あまりいじらず、固定化

し、同一の視点から毎年度継続して行うのが、良いのではないでしょうか。そうすること

で、目標に対する事業の達成度がより、正確に測れるのではないかと思います。 

これは、私の感想です。令和３年度に掲げられた４事業ともＡ評価であり、一定の事業

進捗が図られたものと思います。 

 

３ 教育環境の整備 

№15 学校教育施設の計画的な改修 

本事業の事業評価は、前年度同様Ａ評価となっています。報告書の取組実績を拝見して

も事業進捗は、的確に図られているようです。学校教育施設の改修は、国等の補助金を前



 

 

- 93 - 

提とするような大規模な工事もあり、学校教育現場という特殊性もあって進行管理には、

御苦労が多いことと思いますが、児童・生徒の安心・安全な学習を底辺から支える事業と

して次年度以降もＡ評価であり続けるような事業管理に努めていただきたいものです。 

№16 小・中学校のＩＣＴ環境の整備  

この事務事業の目標の一つは、教職員が活用する校務パソコンについて、令和２年度か

ら４年度までの３か年で計画的に更新を図ることで、教員の業務改善につなげることです。

令和３年度においては、教育用コンピュータを校務パソコンに転用、更新を図ることによ

り、事業年度の前倒しができました。どの事務事業を実施する際にも必要なことと思いま

すが、このような柔軟な取組みが必要です、 

 

４ 学習活動の活性化 

 №19 生涯学習コーディネート機能の運用 

生涯学習コーディネート機能の構築は、平成 29 年策定の本市生涯学習後期基本計画

（2017年～2021年）中、施策 27に主な計画事業の一つとして掲げられています。そして

この機能を具現化するコーディネーターの養成、組織化も、うたわれています。その役割

は、生涯学習の場面において人と人、人と情報、人と学習資源を適切に結びつけることと

なっております。確かにこのような人材の発掘・組織化が進めば、本市の生涯学習の推進

に大いに役立つことと思います。しかし、そのような人材の発掘等については、方法論と

して難しさを伴います。そのためか本事業の評価は、前年度同様にＣとなりました。ただ、

この事業の重要性については、この度策定の第二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計画

にも引き継がれています。この事業の今年度の課題・対応欄を見ると「コーディネート機

能の仕組みづくりについて、ＡＩを活用した手法等も含め、引き続き検討していく」とさ

れています。是非、この事業の課題克服のため幅広い検討を進め、早期にその方向性を見

出していただきたいと思います。 

№21 地域教育シンポジウムの実施 

本事業は、子どもと大人の率直な意見交換の機会を通して、地域ぐるみで子どもを育て

ていくことを目的に、教育委員会、小・中学校ＰＴＡ、小・中学校副校長会、青少年対策

地区委員会等が共催して地域教育シンポジウムを実施するものです。残念ながらこの事業

は、令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から未実施となりまし

た。しかしながら令和３年度においては、コロナをめぐる状況は、さほど変わらない中で、

子ども達は参加できませんでしたが、関係する大人達が協議して別の形でシンポジウムと

セミナーを合同開催し、シンポジウムは、動画収録され、公式チャンネルで配信もされま

した。この事業の主たる目的である「世代間の交流」「小・中学生の思いや考えを知る」こ

と等は、実現できませんでしたが事業実施に向けた関係者の皆さんの熱意には、素晴らし

いものがあると感じました。今後の事業展開を期待します。 

 №27 子ども向け体験学習機会の充実 

この事業も令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため未実施となり

ました。この事業の目的は、学校、家庭、地域が連携して子ども達にさまざまな体験学習

などに参加できる機会を提供するというものです。 

また、この事業の特徴は、青梅市、瑞穂町等といった近隣の自治体と連携して実施する

という点です。本市が単独に行う事業より、調整は難しいと思いますが、子ども達の体験
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の幅も深さも増して楽しい試みだと思います。実施された事業に参加した子ども達の満足

度も大変高くなっています。新型コロナウイルス感染症対策問題は、残念ながら、今後も

事業実施に影響を与えると思いますが、未実施事業からＢ評価に引きあがった事業を関係

される皆さんの今後の工夫によりＡ評価事業にまで高めていっていただきたいと思います。 

 №28 スポーツを通じた健康づくりの推進  

この事業は、市民の健康増進を図るとともに、スポーツによって市民相互のふれあいや

親睦を深めるため、スポーツを通じた健康づくりのイベントや教室などを開催することを

目的として実施された事業です。この事業も御多分に洩れず新型コロナウイルス感染症対

策対応に追われましたが、コロナ禍においても施設利用等が少しでも多くできるよう新し

い基準を設けるなどして利用の利便性を図りました。しかし、事業評価は、前年同様Ｂ評

価のままです。「第２期羽村市スポーツ推進計画」の策定が完了したところでもあり、令和

４年度以降この事業の課題点を克服して評価ランクをＡに引き上げるような創意工夫がな

されることを期待します。 

№34 図書資料の充実  

図書館において、毎年限られた予算の中で様々なジャンル等を勘案してバランス良く図

書館資料収集に努めておられていることは、喜ばしいことです。 

この事業の評価の対象となるライフステージ（乳幼児期、少年期、青年前期、青年後期）

の市民への取組みは、明らかですが、対象外のライフステージ（壮年期、高齢期）を対象

とした取組みはどうなっているのでしょうか。市民の方の読書活動は生涯にわたるもので

す。今も注力されていることとは思いますが、図書館資料の充実は、全てのライフステー

ジにおられる方々の置かれている状況を踏まえて行っていって欲しいと思います。 

 №38 施設の保全と機能の充実 

この事業については、前回、令和２年度の取組みについても意見を述べさせていただき

ました。郷土博物館は、昭和 60年の開館以来 35年が経ち施設そのものの経年劣化による

施設管理上の影響が出ています。本事業の評価でもその間の状況が推察されます。令和３

年度当初の事業目標は、エントランスホールタイルの修繕でしたが、給水管漏水等の緊急

修繕が発生したため当初予定していた修繕を取りやめ、緊急修繕を優先しました。些細な

ことかもしれませんがこのような対応は郷土博物館のように他の施設と独立した施設では

特に必要なことと思います。令和４年度においては、劣化による緊急修繕も発生すること

なくエントランスホールタイルの修繕が無事竣工できたら良いと思います。 

 

５ 学習成果の積極的な活用 

 №39 初心者講座の実施 

この事業は、№20事業を異なった事業目的から点検・評価しているものです。№20事業

の目的は、「初心者向けの生涯学習講座を開催することにより、市民の方々に気軽に生涯学

習を体験していただき、循環型生涯学習の推進を図る。」ことですが、本事業の目的は、「そ

の学習や活動の成果を地域社会に活かし還元できる仕組みを構築する。」ことです。今回は、

「リコーダー講座」でしたが、その指導をいただいたグループへ講座参加者が一人も加入

しなかったとのことです。しかし、このことだけで事業評価を左右してしまうのはいかが

でしょうか。参加者の中には、この講座に参加して、あらためて、生涯学習の奥深さに気

づき、今回の指導グループに参加はしなくても、今自身が所属するグループ等の中でこの
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事業が目指しているものを実現されるかもしれません。この事業の評価は、事業実施以降

の参加者のきめ細かい動静等をフォローされてその効果を見極めてなさってはいかがでし

ょうか。それに、講座の開催に当たっては、事務局等から講座開催の趣旨等についても参

加者に対して十分な説明をすることも必要だと思います。 

 

次に、今回の意見を述べるに当たり、事業の実施状況や評価の在り方について感じたこ

とを述べます。今回評価の対象となった事業件数は、既述のとおり 41件で前年度比１件の

減です。新規事業は前年度同様２件で、レベルアップ事業は半減の 6件となっています。 

また、事業目標の達成率から見た事業の評価内訳は目標達成度 80％以上のＡ評価事業が

前年度は 12 件、目標達成度 50％以上％80％未満のＢ評価事業が 22 件でした。今年度は、

Ａ評価事業は 23 件、Ｂ評価事業が 15 件、目標達成度が 30％以上 50％未満のＣ評価事業

が３件で、未実施に終わった事業は、ありませんでした。前年度は、新型コロナウイルス

感染症対策の影響を正面から受け、事務事業の進行管理に支障を来たしました。令和２年

度の事務事業について執行の状況の点検及び評価をする際に、私も「これからの事業の執

行に当たっては新型コロナウイルス感染症対策を前提とした取組みが必要」との意見を述

べさせていただきました。一方、令和３年度諸事業の取組みには、随所に実施のための工

夫が見られ、改善されていました。令和４年度は、この度策定された第二次羽村市生涯学

習基本計画及びその前期基本計画を実施に移す初年度となります。新しい理念の実現を目

指して令和３年度の事業実施において培った工夫等を活かしてワンランク上の事業達成率

を目指していただきたいと強く思うところです。 
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田 邊 靖 夫  （元羽村市立羽村第二中学校長） 

令和４年７月 19日及び７月 27日に、令和３年度羽村市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について説明を受けました。 

令和３年度の報告書には、羽村市教育委員会の「教育目標」を実現するため、羽村市生

涯学習基本計画を踏まえた４つの基本方針を基に、教育施策として実施した主な事務事業

を５つの方向性に分類しています。内訳は、「新規事業」２件、「レベルアップ事業」６件、

「重点事業」33件、合計 41件であり、点検及び評価の対象となった事務事業です。 

報告書９ページからの 41 件の事務事業の報告内容を見ると、「生涯学習基本計画」の項

目を設け、ライフステージに基づく【乳幼児期】から【高齢期】を記載し、市民のライフ

ステージに応じた取組みをどのように展開したのか「内容・目的」と「令和３年度の目標

（ライフステージごとの目標）」に示されています。 

また、「取組実績」、「成果・効果」の項目には、実施した事務事業の取組み内容や実績、

アンケートの集計結果等が数値により具体的に表記され、「令和３年度の目標に対する評価

（達成率）」の項目に評価が示されています。「課題・対応」の項目には、評価結果を踏ま

えた課題や次年度の取組みなどが記載されています。 

以下、５つの方向性ごとに実施された幾つかの事務事業について意見を述べます。 

 

１ 小中一貫教育を柱とした教育の充実 

№1  確かな学力の育成【重点事業】 

 この事務事業の目的は、基礎的・基本的な知識及び技能の習得と思考力・判断力・表現

力等の育成や主体的に学習に取り組む態度の涵養を目指すことです。 

その取組みとしては、各小学校へ「学習サポーター」を配置し、授業支援や放課後補習

授業が行われました。また、小・中学校を巡回指導する「授業力向上アドバイザー」を配

置し、教員への授業づくりの指導・助言や学力向上への取組みに関する支援など、各学校

への巡回指導が計画的に行われました。この他、「東京ベーシックドリル」の活用による学

力の定着を図った取組みや各教科で１人１台の端末を活用した授業も開始するなど、指導

体制や学習環境の充実が図られました。 

 №5 英語教育の充実【重点事業】 

この事務事業の目的は、小学校高学年の英語教科化に伴い、様々な人材を活用し、指導

体制や学習環境の強化と授業改善を行うほか、コミュニケーション能力を育成するため、

羽村市独自の取組みとして、小学校１年生からの英語教育を実施することです。 

その取組みとしては、「外国語活動アドバイザー（１人、実働 900 時間）」や「英語コー

ディネーター（２人、実働 1,200 時間）」、「外国語指導助手（ＡＬＴ)の派遣（実働 1,893

時間）や「ＡＬＴコーディネーター（２人、実働 226時間）」等を配置し、小学校１年生か

らの英語教育を実施し充実を図りました。 

 令和３年度は、この２つの事務事業以外にも「小中一貫教育を柱とした教育の充実」を

図るために８つの事務事業を掲げ、その目的を達成するための取組みが行われました。 

 今後も第３次羽村市小中一貫教育基本計画を基本とした、義務教育９年間における小中

一貫教育が、児童・生徒のために一層効果的に進められることを期待しています。 
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２ 多様なニーズに応じた教育の充実 

 №14 教育相談の充実（いじめの未然防止、早期発見対応の取組み）【重点事業】 

 この事務事業の目的は、「羽村市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方針」

により、いじめの未然防止や早期発見のための取組みを充実させることです。 

令和３年度は、「教育相談員が児童・生徒の情報を学校と共有し連携することにより、い

じめの状況把握につとめ、対象となる児童・生徒との教育相談を行っていく」、「各学校で

実施している毎月のアンケート調査に基づき、継続的に報告される児童・生徒に対し、心

理職専門の立場からの巡回相談時や関係者会議において情報の共有や助言等を行い、状況

改善を図る」、「教育相談に関する関係者会議を定期的に設け、対象となる児童・生徒の状

況の情報連絡に努め、継続的な支援ができるように連携強化を図る」という具体的な目標

を掲げ、いじめの未然防止や早期発見対応に取り組みました。 

 いじめの問題は、児童・生徒に関わる重大な問題に発展することがあり、極めて慎重な

対応が望まれています。今後も教育相談の充実を図り、「スクールカウンセラー」や「スク

ールソーシャルワーカー」をはじめ、「教育相談員」や学校との連携強化により、早期認知

や早期解決に向けた取組みを進めるとともに、各小・中学校のいじめ防止対策が確実に行

われるよう、指導・助言を継続的に行う必要があると思います。 

 

３ 教育環境の整備 

  №17  学校における働き方改革の取組み【レベルアップ事業】 

 この事務事業の目的は、教員一人ひとりの心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいを

もって職務に従事できる環境を整えることで、学校教育の質の維持向上を図ることです。 

令和３年度の目標は、令和３年３月に改訂した「羽村市立学校における働き方改革推進

プラン」に掲げる５つの視点に基づき、具体的な施策を講じ、教員の働き方改革を推進す

ることです。 

その具体的な取組みとして、小・中学校全校に導入したタイムレコーダーを活用し、管

理職が教員の在校時間の把握につとめています。また、勤務時間外の電話対応に関する業

務を解消するため、各校の電話機に留守番応答機能を設定しました。 

この他、各学校の教員で構成する「働き方改革推進委員会」を年２回実施し、教員業務

の見直しや各校業務改善内容等の取組みについて話し合いを行いました。また、教員に代

わって教材や会議資料等の印刷、掲示物の整理、配布物の準備を行うなど、業務負担軽減

のために小・中学校全校に「スクール・サポート・スタッフ」の配置や部活動に係る教員

の負担を軽減するため、中学校全校に「部活動指導員」を配置しました。 

 今後も「羽村市立学校における働き方改革推進プラン」を基にした働き方改革を進め、

教職員の心身の健康保持を実現し、誇りとやりがいをもって職務に取り組める環境を整え

ていただき、子どもたちのために学校教育の質の向上が図られることを期待しています。 

 

４ 学習活動の活性化 

№24  大学との連携による講座の充実【重点事業】 

この事務事業の目的は、大学と連携・協力し、大学の知的資源を活用した、質の高い学

習機会を提供することです。 

令和３年度は、「ゆとろぎ」において大学レベルの高度な知識を学習する機会を提供する

ことにより、市民の学習ニーズに対応することを目標に掲げ、杏林大学、東京都立大学、

武蔵野美術大学等と連携・協力により、大学の知的資源を活かした講座、展示、公演事業
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の実施に取り組みました。 

№25  企業等との連携による生涯学習事業、芸術鑑賞事業の実施【重点事業】 

この事務事業の目的は、企業や財団などと連携・協力し、最先端の科学、技術の紹介講

座や、質の高い芸術鑑賞事業等を実施することです。 

令和３年度は、質の高い芸術作品に触れる機会や市内企業の世界レベルの高い技術を知

る機会を提供し、豊かな情操や人間性とともに地域への誇りと愛着を育むことを目標に掲

げて、企業や財団などと連携・協力し、クラシックコンサート、寄席等の芸術鑑賞事業、

講演会等の実施に取り組みました。 

 №27  子ども向け体験学習機会の充実【重点事業】 

この事務事業の目的は、学校、家庭、地域が連携し子どもたちが様々な体験学習に参加

できる機会を提供することです。 

令和３年度は、先端技術を身近に感じるための展示やワークショップ等を実施する。ま

た、一流の音楽家による指導・演奏など、普段できない体験学習の場を提供し、子どもの

夢や希望、豊かな情操を育む機会とすることを目標に掲げ、子ども体験塾「わくわく☆ラ

ボ」（青梅市、瑞穂町と共同実施）を実施しました。 

 この他にも生涯学習センターゆとろぎを会場とした事務事業には、市民にとって興味や

関心の高い取組みがたくさんあり、多くの人々が足を運んでいます。また、子ども向けの

体験学習の取組みも、学校では体験できないワークショップやロボットの展示、一流の音

楽家による指導や交流コンサートも開催され、多くの子どもたちが参加しています。 

 今後も新型コロナウイルス感染症対策に努めなければなりませんが、訪れる人たちが安

心して催し物や体験活動に参加できる機会を一層提供していただきたいと思います。 

 

５ 学習成果の積極的な活用 

  №41 登録郷土研究員制度の推進【重点事業】 

 この事務事業の目的は、郷土博物館登録郷土研究員を講師とした新規研究員の育成と、

将来の市史編さんや郷土博物館事業での担い手となる人材を発掘することです。 

また、生涯学習により身に付けたものを他の世代に伝えていくことを通じた生きがいづ

くりなど、壮年の地域回帰に寄与する循環型の学習活動の定着に向けた取組みを行うこと

です。 

 令和３年度の目標は、登録郷土研究員登録者の育成及び協働を推進することです。 

この取組みとして、登録郷土研究員からの寄稿により、「羽村市郷土博物館紀要 35 号」

を発行しました。また、登録郷土研究員による郷土資料（玉川上水・中里介山など）の調

査研究の成果を紀要にまとめ、市民や研究者の歴史的資料として活用される郷土研究が行

われました。 

 今後も郷土博物館の事務事業の推進を図るために、歴史講座をはじめ各種展示会や体験

学習会などの開催情報を、公式ツイッター等を通じて発信するなど、市民の参画を更に広

めていただきたいと思います。また、新規研究員の育成や郷土博物館事業の担い手となる

人材の発掘に寄与されるとともに、羽村市郷土博物館紀要の発行も継続し進めていただき

たいと思います。 

 

以上、８つの事務事業について意見を述べましたが、実施した事務事業の「令和２年度

の目標に対する評価（達成率）」と「令和３年度の目標に対する評価（達成率）」の結果に
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ついて触れておきたいと思います。 

「令和２年度の目標に対する評価（達成率）」のＡ評価（目標に対する達成度８０％以上）

12件、Ｂ評価（目標に対する達成度 50％以上 80％未満）22件、Ｃ評価（目標に対する達

成度 30％以上 50％未満）６件、Ｄ評価（目標に対する達成度 30％未満）０件、（未実施）

評価できなかった事務事業が２件ありました。 

この「令和２年度の目標に対する評価（達成率）」の結果については、新型コロナウイル

ス感染症対策のために開催予定であった事務事業の規模縮小や中止にしなければならない

状況もあり、それぞれの事務事業を推進した各所管課が、現状を謙虚に受け止め厳しく評

価し、令和２年度以前の評価よりも低くなっていたと理解しています。 

しかし、「令和３年度の目標に対する評価（達成率）」は、Ａ評価 23件、Ｂ評価 15件、

Ｃ評価３件、Ｄ評価０件、未実施で評価できなかった事務事業０件で、Ａ評価（目標に対

する達成度 80％以上）が 11件増え、Ｃ評価や（未実施）の事務事業は減少したことから、

「令和３年度の目標に対する評価（達成率）」は、令和２年度に比べ上昇したと判断できま

す。令和３年度も新型コロナウイルス感染症予防対策のために事務事業を中止にしなけれ

ばならない状況が引き続く中で、それぞれの事務事業を推進した各所管課が、その取組み

方に工夫や改善を重ね、自信をもって評価したものであると考えています。 
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５ 教育委員会の活動の状況 

  教育委員会の審議事項等 

 

 

区分（議：議案　協：協議　報：諸報告等）

会議名 開催日 審議事項等

議
専決処分の承認を求めることについて
〔羽村市自然休暇村八ケ岳少年自然の家処務規則及び羽村市
自然休暇村少年自然の家条例施行規則を廃止する等の規則〕

議
専決処分の承認を求めることについて
〔羽村市教育委員会公印規程及び羽村市教育委員会事務決裁
規程の一部を改正する規程〕

議 損害賠償額の決定に係る意見聴取について

議 羽村市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

報 第３回・第４回羽村市生涯学習審議会について

報 羽村市教育委員会共催・後援申請事業について

報 第四次羽村市子ども読書活動推進計画の策定について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

議
羽村市特別支援教育就学支援委員会委員の委嘱及び任命につ
いて

報
令和４年度使用羽村市立小・中学校特別支援学級教科用図書
の採択事務について

報 市内で発生した水難事故について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

議
令和３年度羽村市一般会計補正予算（第４号）のうち教育費
に係る部分の意見聴取について

議
羽村市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況
の点検及び評価に伴う有識者の選任について

議 羽村市立小・中学校評議員会委員の委嘱について

議 羽村市社会教育委員の委嘱について

議 羽村市図書館協議会委員の委嘱について

報 第５回・第６回羽村市生涯学習審議会について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

令和３年第５回
教育委員会
（定例会）

令和3年4月20日

令和３年第６回
教育委員会
（定例会）

令和3年5月17日

令和３年第７回
教育委員会
（定例会）

令和3年6月16日
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会議名 開催日 審議事項等

協
羽村市立学校のオリンピック・パラリンピック学校連携観戦
について

報 教育委員会へ提出された陳情等について

報 教育委員会へ提出された陳情等について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

議
令和３年度羽村市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について

議
令和３年度羽村市一般会計補正予算（第６号）のうち教育費
に係る部分の意見聴取について

議
令和４年度使用中学校教科用図書 社会（歴史的分野）の採
択について

議
令和４年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択に
ついて

報 第７回羽村市生涯学習審議会について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

報
羽村市中学校特別支援学級（自閉症・情緒障害）の設置につ
いて

報
学校における新型コロナウイルス感染症の現状と対策につい
て

報 今後の学校行事等について

報 「羽村市と国立音楽大学との連携協定｣の締結について

報 令和４年羽村市成人式について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

議
羽村市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規程の一
部を改正する規程

議
専決処分の承認を求めることについて
〔教育委員会職員の人事について〕

報 第８回・第９回羽村市生涯学習審議会について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

令和３年第８回
教育委員会
（臨時会）

令和3年7月2日

令和３年第９回
教育委員会
（定例会）

令和3年7月20日

令和３年第10回
教育委員会
（定例会）

令和3年8月17日

令和３年第11回
教育委員会
（定例会）

令和3年9月15日

令和３年第12回
教育委員会
（定例会）

令和3年10月19日
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会議名 開催日 審議事項等

議
令和３年度羽村市一般会計補正予算（第８号）のうち教育費
に係る部分の意見聴取について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

報 羽村市生涯学習審議会からの答申について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

議
羽村市教育委員会における申請書等に係る押印等の見直しに
伴う関係規則の整備に関する規則

議
羽村市教育委員会における申請書等に係る押印等の見直しに
伴う関係規程の整備に関する規程

報
第二次羽村市生涯学習基本計画（案）のパブリックコメント
の結果について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

議 羽村市立小中学校管理職の人事について

議
専決処分の承認を求めることについて
〔令和３年度羽村市一般会計補正予算（第１１号）のうち教
育費に係る部分の意見聴取について〕

議 令和４年度羽村市教育委員会の教育目標について

議
令和４年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意
見聴取について

議
羽村市特別支援教育就学支援委員会条例の一部を改正する条
例に係る意見聴取について

議
令和３年度羽村市一般会計補正予算（第１２号）のうち教育
費に係る部分の意見聴取について

報
第六次羽村市長期総合計画 前期基本計画
令和４年度実施計画・予算（概要説明）について

報 第四次羽村市子ども読書活動推進計画について

報 第２期羽村市スポーツ推進計画について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

令和３年第13回
教育委員会
（定例会）

令和3年11月16日

令和３年第14回
教育委員会
（定例会）

令和3年12月21日

令和４年第１回
教育委員会
（定例会）

令和4年1月18日

令和４年第２回
教育委員会
（臨時会）

令和4年2月8日

令和４年第３回
教育委員会
（定例会）

令和4年2月22日
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会議名 開催日 審議事項等

議 教育長の辞職の同意について

議 羽村市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

議
羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規
則

議 羽村市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程

議
羽村市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規程の一
部を改正する規程

議
羽村市立学校学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱につい
て

議 羽村市社会教育委員の委嘱について

議 羽村市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

議 羽村市スポーツ推進委員の委嘱について

議 羽村市文化財保護審議会委員の委嘱について

議 羽村市立学校産業医の選任について

議 教育委員会職員等の人事について

報 第二次羽村市生涯学習基本計画について

報 羽村市立学校における働き方改革推進プランについて

報
羽村市立中学校における部活動の地域移行に向けた方針につ
いて

報 令和３年度羽村市スポーツセンター外部評価について

報 第２期羽村市スポーツ推進計画について

報 教育長報告

報 教育委員会委員活動報告

令和４年第４回
教育委員会
（臨時会）

令和4年3月18日

令和４年第５回
教育委員会
（定例会）

令和4年3月29日
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  教育委員会委員の主な活動報告 

 

 
  

年月 活動内容 会場

令和３年４月

主幹教諭、主任教諭及び教職員等辞令伝達式 大会議室Ａ

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会
（定例会） 第２学校給食センター

第５回教育委員会（定例会） 特別会議室

令和３年度教育施策連絡協議会【オンライン配信】

羽村市長期総合計画審議会【書面開催】

令和３年５月 羽村市長期総合計画審議会 特別会議室

第６回教育委員会（定例会） 特別会議室

羽村市文化協会総会【書面開催】

羽村市長期総合計画審議会 特別会議室

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会
【書面開催】

東京都市町村教育委員会連合会定期総会
【書面開催】

令和３年６月 第１回総合教育会議 特別会議室

第７回教育委員会（定例会） 特別会議室

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 第２学校給食センター

教育委員会学校訪問① 羽村西小学校

教育委員会学校訪問② 武蔵野小学校

令和３年７月 教育委員会学校訪問③ 羽村第三中学校

第８回教育委員会（臨時会） 羽村第三中学校

教育委員会学校訪問④ 小作台小学校

第６回HAMURAメリーリボン演劇祭 ゆとろぎ小ホール

第６回HAMURAメリーリボン演劇祭 ゆとろぎ小ホール

第９回教育委員会（定例会） 特別会議室

令和３年８月 東京都市町村教育委員会連合会研修推進委員会
【書面開催】

第10回教育委員会（定例会） 特別会議室

東京都市町村教育委員会連合会・常任理事会・
理事会【書面開催】

令和３年９月 委員協議会（打合せ） 教育長室

市長との意見交換 市長室

第11回教育委員会（定例会） 特別会議室

佐々蔚先生秋彼岸お墓参り 富士見霊園

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 第２学校給食センター

理事者、教育委員会委員及び教育委員会管理職と
学校管理職との顔合わせ式

特別会議室

生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会
事業報告会【書面開催】
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年月 活動内容 会場

令和３年10月 教育委員会委員辞令交付 市長室

教育委員会学校訪問⑤ 富士見小学校

教育委員会学校訪問⑥ 羽村第一中学校

羽村市長期総合計画審議会 特別会議室

東京都市町村教育委員会連合会研修会【オンライン研修】

東京都市町村教育委員会連合会
第１ブロック研修会 瑞穂町郷土資料館
けやき館

第12回教育委員会（定例会） 特別会議室

教育委員会学校訪問⑦ 羽村第二中学校

羽村市長期総合計画審議会 特別会議室

武蔵野小学校運動会 武蔵野小学校

羽村市制施行30周年記念式典 ゆとろぎ大ホール

令和３年11月 羽村市青少年問題協議会 特別会議室

羽村市制施行30周年記念事業
「未来の羽村を考える」意見交換会 大会議室

教育委員会学校訪問⑧ 松林小学校

羽村市長期総合計画審議会 特別会議室

第13回教育委員会（定例会） 特別会議室

令和３年12月 羽村市長期総合計画審議会 特別会議室

第14回教育委員会（定例会） 特別会議室

羽村市長期総合計画審議会 特別会議室

令和４年１月 令和４年成人式 ゆとろぎ大ホール

家庭・地域教育シンポジウム ゆとろぎ小ホール

第１回教育委員会（定例会） 特別会議室

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会） 特別会議室

令和４年２月 第２回教育委員会（臨時会） 特別会議室

東京都市町村教育委員会連合会研修会【オンライン開催】

第３回教育委員会（定例会） 特別会議室

令和４年３月 羽村市教育委員会表彰 ゆとろぎ小ホール

第40回羽村市駅伝大会 富士見公園

中学校卒業式 各中学校

第４回教育委員会（臨時会） 庁議室

佐々蔚先生春彼岸お墓参り 富士見霊園

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（臨時会） 第２給食センター

小学校卒業式 各小学校

第５回教育委員会（定例会） 特別会議室

第14回羽村市史編さん委員会 庁議室

東京都市町村教育委員会連合会第３回常任理事会及び理事会
並びに第２回理事研修会

東京自治会館



 

 

- 106 - 

  教育委員会学校訪問 

 

 

  

年月日 学校名 訪問内容 主な出席者

令和３年６月25日（金） 　羽村西小学校

６月28日（月） 　武蔵野小学校 　学校概要説明 　教育長

７月２日（金） 　羽村第三中学校 　授業参観（施設見学を含む） 　教育委員会委員

７月７日（水） 　小作台小学校 　学校管理職との懇談会 　教育委員会職員

10月５日（火） 　富士見小学校 　※新型コロナウイルス感染症対策により

10月６日（水） 　羽村第一中学校
　　給食指導見学・給食試食は実施なし。

10月21日（木） 　羽村第二中学校

11月９日（火） 　松林小学校

中 止 　羽村東小学校

中 止 　栄小学校
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資 料 編 
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１ 根拠法令等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

                        昭和３１年法律１６２号 

  

（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２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１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４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。 

                      （平成２０年４月 1日施行） 

                      （平成２７年４月 1日改正） 
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羽村市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に関

する要綱 

 

（趣旨） 

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２６条の規定に基づき、羽村市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が自らの権

限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価（以下「点検・評価」とい

う。）を実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めると

おりとする。 

（１） 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況や成果について取りまとめる

ことをいう。 

（２） 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ課題を検討するとともに、

今後の取組の方向性を示すことをいう。 

（対象） 

第３条 点検・評価の対象は、毎年度策定する「羽村市教育委員会の教育目標」に定めら

れた基本方針に基づく主要施策及び事業とする。 

（点検・評価の実施） 

第４条 点検・評価は、前条に規定する主要施策及び事業について毎年１回実施するもの

とする。 

２ 点検・評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者（以下「学識経験者」

という。）の知見の活用を図るものとする。 

３ 前項に規定する知見の活用にあたっては、主要施策及び事業の進捗状況等を取りまと

め、学識経験者の意見を聴取する機会を設けるものとする。 

４ 教育委員会において点検・評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、

羽村市議会へ提出する。この場合において、報告書は公表するものとする。 

（点検・評価に関する有識者の設置） 



 

 

- 110 - 

第５条 前条第２項に規定する学識経験者の知見の活用を図るため、「点検・評価に関する

有識者」（以下「有識者」という。）を置く。 

２ 有識者は、２人とする。 

３ 有識者は、教育委員会が依頼し、任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 有識者が欠けた場合における補欠の有識者の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 有識者に対して、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（庶務） 

第６条 点検・評価に関する庶務は、教育委員会に関する事務を所掌する課において処理

する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。 

  付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年６月５日から施行する。 

 （経過措置） 

  ２ この規程の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）附則第２

条第１項の場合においては、改正後の要綱の規定は適用せず、改正前の要綱の規定は、

なおその効力を有する。 
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