
指 導 係 

１ 指導関係事業 

 （１） 学校訪問 

指導主事が随時訪問し、学校長をはじめ教職員と協議懇談することにより、学校の抱える問

題点を解明し、指導・助言をした。また、要請により研究会等に出席し、指導・助言を行った。 

 （２） 研修会 

  平成 27年度は、次の研修会を開催し、教職員の資質の向上を図った。 

ア 校長研修会 ２回 

イ 副校長研修会 １回 

ウ 主幹教諭任用時研修会 １回 

エ 主任教諭任用時研修会 １回 

オ 教務・研究主任研修会 ２回 

カ 生活指導主任研修会 １回 

キ 進路指導主任研修会 １回 

ク 情報教育研修会 ２回 

ケ 特別支援教育推進委員会（研修会） 10 回 

コ 学校事故防止研修会（水泳指導） １回 

サ 人権教育研修会 ２回 

シ 教育課題研修会 ２回 

ス 教育研究会研修会（24 部会） 17 回 

セ 教育相談研修会 １回 

ソ 10 年経験者研修会 10 回 

タ 初任者研修会 11 回 

チ ２年次教諭研修会 ３回 

ツ ３年次教諭研修会 ２回 

テ ４年次教諭授業観察（研修会） １回 

ト 環境教育研修会 ４回 

ナ 服務事故防止研修会 １回 

ニ 外国語活動研修会 １回 

ヌ 転任教諭等研修会 １回 

ネ 食育リーダー研修会 ３回 

ノ 理科実技研修会 １回 

ハ 学級経営研修会 １回 

（３） 音楽鑑賞教室 

市立小・中学校児童・生徒の音楽鑑賞教室を、オーケストラ・合唱両部門を各１回ずつ、市

民会館において開催した。 

（４） 演劇鑑賞教室 

市立小学校に通う児童を対象とした演劇鑑賞教室を、小学校４校において、各校の体育館を

会場として開催。平成 27年度は、福生第一小学校、福生第三小学校、福生第五小学校及び福生

第七小学校の児童が、劇団ポプラによる『シンドバッドの大冒険』を鑑賞した。 
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（５） 教育研究奨励、教育研究委託 

 教育研究を奨励するとともに教育研究を委託し、教職員の使命の自覚を促すとともに、資質

の向上を図った。 

ア 教育研究奨励 

（ア） 教育研究奨励校 ２校 

・福生第七小学校（２年次） 

研究主題「自ら考え、表現する児童の育成～児童が考えたくなる授業の工夫を通して

～」 

・福生第三中学校（１年次） 

研究主題「進んで課題に向き合い考えを深め表現できる生徒の育成～言語活動・キャ

リア教育の充実を通して～」 

（イ） 教育課題等研究校 ８校 

・福生第一小学校 

研究主題「心を豊かにする教育活動～道徳教育を通して自他を大切にする心を育む～」 

・福生第二小学校 

研究主題「主体的に学ぶ児童の育成～一人一人に合わせた「わかる」「できる」「楽

しい」授業作りを通して～」 

・福生第三小学校 

研究主題「自分で解決できる児童の育成～式の表現と読みの指導～」 

・福生第四小学校 

研究主題「自分の考えをもち、表現できる子供の育成～言語活動の工夫を通して～」 

・福生第五小学校 

研究主題「関わり合いを通して学びを深める 言語活動の研究～自ら学ぶ児童の育成

を目指して～」 

・福生第六小学校 

研究主題「自分を大切にし、人を思いやることのできる児童の育成～自己肯定感を高

める活動を通して～」 

・福生第一中学校 

研究主題「生徒が意欲的に取り組む授業の構築～授業展開力に焦点を当てて～」 

・福生第二中学校 

研究主題「適正な評価評定」 

イ 教育研究委託 

・学校経営研究委託（校長会、副校長会） 

ウ 日本の伝統・文化理解教育推進事業 

福生市教育委員会が研究委託をした福生第三小学校、福生第四小学校、福生第二中学校の

３校において、日本の伝統や文化に関する教育の充実を図るため、各教科等において、太鼓

や藍染め、茶道等の体験学習に地域の人材や教材等を活用し、各学校で伝統文化理解教育を

推進した。 

・福生第三小学校 

研究主題 「地域支援者の協力による「開かれた学校づくり」～藍染め体験・和太鼓演奏

を通して～」 

・福生第四小学校 

研究主題 「日本の伝統・文化理解教育推進事業」 
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・福生第二中学校 

研究主題 「日本の伝統文化理解教育」 

（６） 特別支援教育の推進 

特別支援学級の児童・生徒の安全管理及び学習指導等の充実を図るために指導補助員を配置

するほか、教員向けの特別支援教育講演会を開催し研修として位置付けることで、教員の特別

支援教育に関する理解を深め指導力の向上を図った。 

（７） 各種指導補助員等配置事業 

小・中学校に各種指導補助員等を配置して、児童・生徒の指導補助等を行った。 

事  業  名 人 数 配置時間 

中学校適応指導補助員 12 3,349.5 

夏季休業中水泳指導補助員 31 524 

小学校水泳指導補助員 25 361 

日本語適応支援員（技能指導講師） 13 572 

日本語適応支援員（一般指導講師） ３ 242.5 

学習指導市民講師 26 50 

小学校授業指導補助員 38 15,019 

特別支援学級等指導補助員 27 6,300.5 

部活動外部指導員 25 1,355 

（８） 英語教育指導員（外国人）事業 

国際理解教育推進の一環として、外国人英語教育指導員を計４名配置し、小学校第５・６学年

の外国語活動及び中学校英語科の授業における補助を行った。また、小学校の第１～４学年につ

いても、総合的な学習の時間等における補助を行った。 

指導日数：543日 

（９） 理数教育推進事業 

小学校第５・６学年、中学校全学年に理科支援員を配置し、理科授業の実験、授業等の補助を

行った。 

人  員：11名 

活動時間：1,585時間 

（10） 小中一貫教育推進事業 

“ふっさっ子未来会議”の作業部会である「小中一貫教育推進委員会」により、平成 26 年度

に策定された幼保小中共通の学習指導及び生活指導の基準である「ふっさっ子スタンダード」に

基づき、ポスター及び児童・生徒用下敷きを作成・活用することで、「ふっさっ子スタンダード」

の定着を図った。 

また、中学校生徒を対象に、生徒が自らの心理的・行動的な特性を測定する『ＫＪＱ調査』を

平成 25年度から引き続き実施し、その結果を指導に活用した。 

（11） オリンピック・パラリンピック教育推進校事業 

福生第二小学校、福生第三小学校、福生第四小学校、福生第五小学校、福生第七小学校、福生

第一中学校及び福生第二中学校が、東京都教育委員会の指定を受け、児童・生徒が、オリンピッ
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教育指導課 － 376 －

ク・パラリンピックの歴史や意義、国際的なスポーツ大会等が国際親善や世界平和に果たす役割

を正しく理解し、世界の国々の文化や歴史を学び、交流することを通して国際理解を深め、スポ

ーツを通して心身の調和的な発達を遂げ、進んで平和な社会の実現に貢献することができる児

童・生徒の育成に向けて、研究に取り組んだ。 

各小・中学校では、指導講師等の招へいや、体育用具・体育用品の整備を行い、体育の授業環

境を充実させた。 

（12） 学力ステップアップ推進地域指定事業 

福生市立小・中学校全校が、東京都教育委員会の指定を受け、学力向上を目指すため、外部人

材を活用するとともに、算数・数学及び理科における教員の指導力向上、算数・数学における児

童・生徒の基礎学力の向上を図った。 

（13） 言語能力向上推進事業 

福生第五小学校が、東京都教育委員会の指定を受け、児童の思考力・判断力・表現力等を育成

し、言語能力の向上を図ることを目的として、教員の更なるスキルアップを図るとともに、校内

研修会の開催や研究授業を実施したほか、児童向け新聞の購読や指導教材の追加配備等を通して、

児童の言語能力向上推進を図った。 

（14） 安全教育推進校事業 

福生第一小学校が、東京都教育委員会の指定を受け、東京都教育委員会が発行する「安全教育

プログラム」を活用し、「自分の命を自分で守る児童」の育成を図るための年間指導計画に基づ

き、年間を通して安全教育を推進した。 

また、福生市総合防災訓練において、福生第三小学校がメイン会場となって、地域住民と協働

して避難訓練及び安全教育に関する公開授業を行い、地域全体で安全教育に取り組んだ。 

（15） 小学校外国語活動アドバイザー活用事業 

福生市立小学校全校が、東京都教育委員会の指定を受け、中学校英語科教員の経験者や英語に

堪能な地域人材等を、「小学校外国語活動アドバイザー」として小学校全校に派遣し、小学校教

員が、単独で外国語活動の授業を円滑に実施できる指導力を身に付けるための取組を展開した。 

人  員：14名 

活動時間：276回（358時間） 

（16） 外国人児童生徒就学支援事業 

市立小・中学校に在籍する外国人児童･生徒に対し、ＮＰＯ法人と連携して日本語指導及び日

本の生活習慣への適応指導を行い、在籍学級への早期適応を図った。 
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	224-228　協働推進男女平等推進担当（４Ｐ＋白）
	27_協働推進男女平等推進担当（４Ｐ）○☆

	229-230 福祉保健部（表紙)青
	231-237　社会福祉課　庶務・福祉計画担当（７Ｐ）
	28_庶務・福祉計画担当（７Ｐ）○☆

	238　社会福祉課　生活福祉係（１Ｐ）
	29_生活福祉係（１Ｐ）○☆

	239-249　障害福祉係（11Ｐ）
	30_障害福祉係（11Ｐ）○☆

	250-257　介護福祉課　高齢福祉係（８Ｐ）
	31_高齢福祉係（８Ｐ）○☆
	65歳以上の高齢者
	（１） 日常生活用具給付等扶助費　　　　 　　（単位：件）


	258-262　介護福祉課　介護保険係（５Ｐ）
	32_介護保険係（５Ｐ）○☆

	263-265　介護福祉課　地域包括支援センター（３Ｐ）
	32_01地域包括支援センター係（３Ｐ）○☆

	266-276　健康課　健康管理係（11Ｐ）
	33_健康管理係（11Ｐ）○☆

	277-280　健康課　保健指導係（４Ｐ）
	34_保健指導係（４Ｐ）○☆
	保　健　指　導　係
	１　母子保健
	（１） 各種健康診査
	エ　低出生体重児の届出受理、未熟児養育医療給付事業申請件数及び未熟児訪問指導
	ケ　３歳児経過観察（子どもグループ　ぱんだ）　　　　　　　　　　※（　）内は延べ数
	２　成人保健
	（１） 健康教育
	（４） 訪問指導
	３　相談業務


	281-282　子ども家庭部（表紙)青
	283-289　子ども育成課　子ども育成係（７Ｐ）
	35_子ども育成係（７Ｐ）○☆
	（１）入所状況
	（２）育成料（学童クラブ入所児童保護者負担金）収納状況
	（３） 口座振替状況
	（４） 学童クラブ事業費の負担区分


	290-300　子ども育成課　保育係（11Ｐ）
	36-01 保育係（１Ｐ）
	27事務報告　入所児童数

	36-02 保育係（10Ｐ）
	ケ　民間保育所等振興費補助内容
	コ　保育料（保育所入所児童保護者負担金）収納状況
	ス　保育事業費の負担区分
	（２） 助成状況


	301-303　子育て支援課　子育て支援係（３Ｐ）
	38_子育て支援係○☆

	304-308　子ども家庭支援課　子ども家庭支援センター係（５Ｐ）
	39_子ども家庭支援課（５P）○☆
	３　子育て地域活動室利用状況
	利用登録団体　13団体　　利用回数　74回
	４　乳幼児ショートステイ事業
	保護者又は児童を養育する者の疾病等の理由で家庭において一時的に養育をすることが困難になった場合に保護者に代わって乳児院及び児童養護施設で一定期間養育を行った（生後57日目から小学校就学の始期に達するまでの児童）。
	（１）利用件数、利用人数、利用日数
	（２） 理由別利用人数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)
	５　育児支援家庭訪問事業
	保護者の疾病等により、養育支援が特に必要な家庭に対し、職員の家庭訪問による相談及び必要に
	応じて家庭へのヘルパー派遣を行った。


	309-310 都市建設部（表紙)青
	311-313　まちづくり計画課　計画グループ（３Ｐ）
	40　計画Ｇ 事務報告書原稿○☆

	314　まちづくり計画課　住宅グループ（１Ｐ）
	41_住宅グループ○☆

	315　まちづくり計画課　用地グループ（１Ｐ）
	【H27】事務報告_用地G(H28.7.6修正)

	316-318　道路公園課　管理グループ（３Ｐ）
	43-1　管理グループ（１Ｐ）
	43-2　管理グループ（１Ｐ)
	物件別統計

	43-3　管理グループ（１Ｐ）

	319-322　施設課　道路グループ（４Ｐ）
	44-1　道路グループ（４Ｐ）○☆

	323-327　道路公園課　公園グループ（５Ｐ）
	45-1　公園グループ（１Ｐ）
	45-2　公園グループ（１Ｐ）
	2

	45-3　公園グループ（３Ｐ）

	328-331　施設課　建築グループ（４Ｐ）
	46-1建築グループ（４Ｐ）○☆
	27年度


	332-342　施設課　下水道グループ（11Ｐ）
	47-1下水道グループ（２Ｐ）○☆　H28.6.14修正　
	47-2下水道グループ（１Ｐ）○☆　H28.6.14修正　
	6～７

	47-3下水道グループ（１Ｐ）
	10　未水洗化建物状況

	47-4下水道グループ（２Ｐ）
	47-5下水道グループ（５Ｐ）
	13　公共下水道（汚水）面積整備率
	14　平成27年度公共下水道管布設状況
	15　公共下水道工事（汚水管）年次別整備状況
	16　維持工事
	18　公共下水道汚水ます設置工事実施状況
	19　下水道維持委託業務等
	20　下水道事業基金積立金
	21施設見学会
	22　下水道長寿命化計画業務等
	23　総合地震対策計画業務等
	24　下水道施設移管


	343-344 会計課（表紙)青
	345-358　会計課　会計係（13Ｐ＋白）
	49-1会計係（２Ｐ）
	49-2会計係（１Ｐ）
	Sheet4

	49-3会計係（１Ｐ）
	一般会計

	49-4会計係（１Ｐ）
	一般会計２

	49-5会計係（１Ｐ）
	一般会計３

	49-6会計係（１Ｐ）
	一般会計４

	49-7会計係（４Ｐ）
	国保会計
	介護保険会計
	後期高齢会計
	下水道

	49-8会計係（２Ｐ）

	359-360 教育委員会（表紙)青
	361-366　教育総務課　教育総務係（６Ｐ）
	49_教育総務係　原稿（５Ｐ）○☆
	１　教育委員会
	(１) 教育委員会委員
	(１) 教育委員会規則
	(２) 教育委員会訓令
	(３) 教育委員会告示　21件
	３　教育委員会評価に関する外部評価者の活用
	地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の権限に属する事務の点検・評価（平成26年度事業分）に対し、外部評価者による評価を実施し、その評価を生かすことにより、教育委員会活動の透明性の向上及び説明責任の明確化を図った。
	・外部評価者（学識経験者）　岩崎　久美子氏、有村　久春氏
	４　福生市教育委員会表彰
	５　福生市入学資金融資制度
	(１) 目的
	(２) あっ旋要件
	(３) 融資あっ旋及び利子補給等状況


	367-369　教育総務課　学校施設係（３Ｐ）
	50 学校施設係（３Ｐ）○☆
	27 事務報告 (2)


	370-372　教育指導課　教職員係（３Ｐ）　
	51_教職員係（２Ｐ）　新

	373-376　教育指導課　指導係（４Ｐ）
	51-1　指導係（４Ｐ）○

	377-380　教育支援課　学務係（４Ｐ）
	52　学務係○
	① 
	② 
	③
	④


	381-387　教育支援課　個別支援教育係（７Ｐ）
	52-1　個別支援教育係○
	教育支援相談
	教育相談室
	カウンセラー（第一から第四小学校）
	カウンセラー（第五から第七小学校）
	カウンセラー（中学校）
	不登校
	教育支援事業


	388-389　学校給食課　学校給食係（２Ｐ）
	53　学校給食係（２Ｐ）
	１から5まで
	6から9


	390-393　生涯学習推進課　生涯学習推進係（４Ｐ）
	54-01_生涯学習推進係（２Ｐ）○
	54-02_生涯学習推進係（２Ｐ）○
	扶桑・かえで
	プチギャラ


	394-396　生涯学習推進課　地域教育支援係（３Ｐ）
	55_地域教育支援係（３Ｐ）○

	397-401　生涯学習推進課　文化財係（５Ｐ）
	56_文化財係（５Ｐ）○

	402-420　スポーツ推進課　スポーツ推進係（19Ｐ）
	57_スポーツ推進係○

	421-437　公民館（17Ｐ）
	58-1-1_市民会館公民館①～⑧（７Ｐ）☆(1)
	１　市民会館・公民館利用回数 
	 ２　市民会館・公民館使用料
	３   市民会館・公民館利用者数
	４　市民会館利用内容別内訳
	５　市民会館・公民館利用団体別内訳
	６-7　茶室「福庵」利用回数-利用者数
	８　茶室「福庵」使用料

	58-2_市民会館公民館⑪～⑬（５Ｐ）☆160615
	58-3_市民会館公民館⑭‐⑯（３Ｐ）○☆
	①松林
	②白梅
	③さくら


	438-450　図書館（13Ｐ）
	(図書館参考・監査データ修正)59_図書館(12P) 20160712(黒)
	1協議会
	2利用者数3登録者数
	４個人貸出冊数（図書・AV）
	５月別個人貸出冊数
	6団体貸出冊数7図書等配本事業
	8その他の利用件数
	9資料数 
	10図書除籍明細
	11-1主催共催事業 
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	12学校との連携13ボランティア
	14広域利用15相互利用
	16ぶっくンドリーム17地域会館


	451-452 選挙管理委員会事務局（表紙)青
	453-458　選挙係（６Ｐ）
	60_選挙係（６Ｐ）○

	459-460 監査委員事務局（表紙)青_
	461-464　監査係（３Ｐ＋白）
	１　監査委員
	３　監査・検査・審査
	（１） 定期監査
	（２） 財政援助団体等監査
	（３）行政監査
	（４）工事監査
	※　工事の技術的事項の調査に関しては、公益社団法人日本技術士会に工事技術調査の業務を委託して実施した。
	（５） 例月出納検査
	（６） 財政健全化等審査

	465-466 農業委員会（表紙)青
	467-468　農業委員会（２Ｐ）　
	62_農業委員会　（２Ｐ）

	469　奥付
	バインダー
	187-189　シティセールス推進課　まちの魅力創造グループ（３Ｐ）
	22_まちの魅力創造グループ（３Ｐ）○☆

	190-196　シティセールス推進課　産業活性化グループ（７Ｐ）
	23_産業活性化グループ（７Ｐ）6.24修正
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