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未来をはぐくむあたたかいまち 

都内初！全区立小中学校にリーディングスキルテストを導入 
 

 

事業概要  「読み解く力の育成」で学力向上！  

  昨今、教科書や新聞記事のレベルの文章がきちんと理

解できず、問題文の問われている内容がわからないた

め、問題を解けない中高生が多くいると言われていま

す。学力向上のためには、子どもたちにすべての教科

の基礎となる「文章を読み解く力」をつけることが重

要です。そこで、文章の仕組みや意味を正しく理解す

るために必要な「基礎的な読む力」を測るテスト(リー

ディングスキルテスト)を、都内で初めて全区立小中学

校(74 校)で実施します。テストは、文章を読んで、主

語、述語や接続詞など、文章の構造や文章の内容を理

解できているか「読み解く力」を調べるものです。本

テストの実施を通じ、これからの時代を生きる子ども

たちに一層必要とされる「読み解く力」を育成し、子

どもたち一人ひとりの学力定着・向上をめざします。 

 

    

事業の内容  「基礎的な読む力」を測るテスト(リーディングスキル

テスト)は、国立情報学研究所の新井紀子教授が主導す

る研究チームが、大学入試を突破する人工知能の研究

を通して開発したテストです。本テストを全区立小学

校 6 年生から中学校 3 年生までの 4 学年で実施し、

「基礎的な読む力」を客観的に把握します。結果を踏

まえ、新井教授の指導のもと、『読み解く力の育成』に

ついて全学年全教科等にわたり実践・研究を行い、全

小中学校で授業革新や取組を進め、学年・児童・生徒

に応じた指導と学力向上をめざします。このほか、区

の重点的な教育課題である『郷土愛の育成』『環境教育』

『キャリア教育』の小中学校９年間を通した指導計画

を作成し、「板橋のｉカリキュラム」として指導してい

きます。 

また、小学校入学当初から学校生活に円滑に適応でき

るよう、幼児期に育まれた資質・能力を踏まえ、活動・

体験を取り入れた授業や学びやすい環境づくり等につ

いて研究し、スタートカリキュラムについてのリーフ

レットを作成します。 

 

   

 

 「基礎的な読む力」を測るテスト 

(リーディングスキルテスト) とは… 

文章やイメージ、具体例などを正しく「読む

力」を科学的に診断・測定するテスト。事実を

他者に伝達・共有するための文書を、初見で読

んで正確に理解できるかを測るのが特長。 

 

係り受け解析 

照応解決 

同義文判定 

推論 

イメージ同定 

具体例同定 

(辞書) 

能力値７分類 

具体例同定 

(理数) 

能力値 7 分類で評価・アドバイス 

リーディングスキルテストは

11 の読解プロセス (「文節に

区切る」「常識や知識から推論

して、未知の用語の意味を位置

づける」など、文章の読解に必

要な力を 11 に区切ったもの)

が、正しく実践されているのか

を能力値 7 分類で評価。そして

能力値に応じて、より高い結果

に到達するための行動指標を

アドバイスする。 

つまずきの原因を把握し、不足

しているスキルを強化するこ

とにより、「読む力」は向上し、

学力全体の飛躍的向上が期待

される。 

例 題 

 

 

 

 

「推論」分野を測る例題 (正解：正しい) 

 新井紀子 教授 

1962 年、東京生まれ。 

数理論理学を専門とする日本の 

数学者。2011 年より人工知能 

プロジェクト「ロボットは東大 

に入れるか」のプロジェクトデ

ィレクタを務め、2016 年より「教育のための科学

研究所」を設置し、読解力を診断する「リーディ

ングスキルテスト」の研究開発を主導している。 
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 「教育の板橋」の新たなイノベーションとして、2020

年度から小中一貫教育が本格的にスタートします。区

では、義務教育 9 年間を通した区独自の指導計画「板

橋のｉカリキュラム」のうち、「環境教育」や「キャリ

ア教育」は、すでに作成し実践を行っています。2019

年度からはさらに、「読み解く力の育成」、「郷土愛の育

成」について作成し、小中学校９年間を通した教育の

推進を図っていきます。 

また、学習指導要領の改訂において、小中のみならず、

幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続についての

重要性が高まっているため、区内幼稚園・保育所と区

立小学校との連携を強化していきます。 

 実施の背景・目的 

   

    

 下図を参照 

 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

    教育委員会事務局 指導室(「基礎的な読む力」を測るﾃｽﾄ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ) 

室長 門野 吉保 ℡3579-2640 担当者 山根 まどか ℡3579-2643 
 

教育委員会事務局 教育支援センター(板橋のｉｶﾘｷｭﾗﾑ) 

所長 新井 陽子 ℡3579-2189 担当者 伊藤 聡 ℡3579-2194 

14,717 千円 
(内訳) (1)「基礎的な読む力」を測るテスト 13,272 千円 

(2)スタートカリキュラム        495 千円 

(3)板橋のｉカリキュラム        950 千円 

板橋区の小中一貫教育(学びのエリア教育) 

授業風景 

テスト風景 

※学びのエリア 

区では、小中学校の

連携を密にするた

め、区立小学校を区

立中学校単位に分け

て、「学びのエリア」

と呼び、エリア内の

小中学校の教員間で

合同研修や交流授業

等を行っている。 
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未来をはぐくむあたたかいまち 

区立八ケ岳荘が大自然でのアウトドア・ライフを提供  
 

 

事業概要  リニューアルで新たな価値を創出する施設へ  

  区立八ケ岳荘は、施設の長寿命化や、宿泊体験のさら

なる魅力向上、来館者ニーズに対応するべく 2018 年

度に大規模改修工事を実施し、2019 年４月にリニュ

ーアルオープンします。既存施設の更新とともに、屋

外宿泊施設等、新たな機能を充実させることで、移動

教室や青少年健全育成事業に加えて、より多くの一般

利用者が手軽に自然と触れ合うことができる施設とな

ります。都市で過ごす日常の生活から少し離れ、豊か

な時間を味わう場を提供します。 

 

    

事業の内容  「都市生活では体験できない”生活体験”を基に新たな

価値を創出する施設へ」をコンセプトに、既存施設の

更新とともに、新たな機能として野外宿泊施設及び個

人向け野外炊飯場などを整備します。また、和洋室や

バリアフリー室を設置することによる宿泊快適性の向

上や、薪ストーブを囲む憩いの空間づくりにより、施

設の魅力の向上を図るなど、すべての人が心地よく過

ごせる配慮を随所に施しています。 

木立ちの中のバーベキュー場や八ケ岳の山々を望むウ

ッドデッキを備えた“屋根付きアウトドアキッチン”や

“キャンプファイヤー場(約 250名利用可能)”を設け、

豊かな自然をより一層満喫できるようになりました。

また、ソファーやベッドをしつらえた大型の“キャンパ

ステント”では、ゆったりとした空間で、バーベキュー

や星空観察などのアウトドア・ライフが体験できます。 

大小研修室や体育館も備えており、大学ゼミやサーク

ルの合宿・企業研修でも使用できます。 

 

   

 

大型キャンパステント内部 

アウトドアキッチン 

区立八ケ岳荘 施設概要 

住所：長野県諏訪郡富士見町立沢字広

原 1‐1322 

敷地面積：96,906.55 ㎡ 

延床面積：7,117.55 ㎡ 
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 1982 年の開設以来、経年劣化に伴う設備の故障や構

造物の損傷が頻繁に発生していました。今回の大規模

改修で、施設の長寿命化を図ることはもとより、緑豊

かな自然を活かした魅力ある空間へと一新します。リ

ニューアル後の八ケ岳荘は、集団生活を通じて心身と

もに健全な青少年を育成するほか、すべての利用者の

健康増進や余暇活動を促進することを目的とします。 

また、移動教室や青少年健全育成事業の実施により、

自然とふれあう機会の拡大を図ります。さらに、生涯

学習の観点から、野外炊飯など自然体験活動の技術を

次世代へ継承していくことをめざします。 

 実施の背景・目的 

   

    

 2019 年 4 月 1 日  リニューアルオープン 

※屋外施設は、５月～６月頃オープン予定 

2019 年９月    環境整備工事終了 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 372,794 千円 

(内容) 環境整備費、設計・工事監理等 

 

 教育委員会 生涯学習課 

  課 長 水野 博史  ℡3579-2630 

  担当者 川上 哲雄  ℡3579-2633 

■アウトドア 

キッチン ■キャンプ 
ファイヤー 

■エントランス 

■多目的広場 

■キャンプ 

エリア 

 
■キャンピング 

resort 

エリア 

 

サイン キャンプファイヤー場 

キャンピング resort エリアから 

アウトドアキッチンへ 

キャンピング resort エリア 

区立八ケ岳荘 エリアマップ 

〇キャンプファイヤー広場 〇キャンピング resort エリア 〇キャンピング resort エリアから 

アウトドアキッチンへ 

■宿泊棟 
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未来をはぐくむあたたかいまち 

産後ケアで「いたばし版ネウボラ」を拡充 
 

 

事業概要  出産後の不安な時期に育児をサポート  

  産後間もない時期の母子を対象に、育児のアドバイス

や乳房のケアなどを行う産後ケア事業(助産師の家庭

訪問によりケアを受ける訪問型・助産所や医療機関等

に宿泊してケアを受ける宿泊型)を実施します。区で

は、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を行う「い

たばし版ネウボラ※」を実施しており、本事業の実施

は、支援のさらなる拡充・強化につながります。また、

国が 2020 年度までに全国展開をめざしている「子育

て世代包括支援センター」（母子保健型）を構成する重

要なピースを埋めることにもなります。 

 

    

事業の内容  (1)訪問型産後ケア事業 

生後 120 日以内の乳児がいる家庭に助産師が訪問し、

身体的・心理的ケアを行います。助産師による育児へ

のきめ細やかなアドバイスに加え、授乳に支援が必要

な方には乳房のマッサージ等、自宅での沐浴が不安な

方には沐浴指導(生後 28 日以内)を行います。自宅で

アドバイスを受けることができるため、その後の生活

に活かしやすいという特徴があります。 

(2)宿泊型産後ケア事業 

初めて出産をした母親が、生後 2 か月以内の乳児と一

緒に、区が契約する助産所や医療機関等に宿泊(4 泊 5

日以内／多胎の場合は 6 泊 7 日以内)し、安心して育

児ができるよう援助します。家族等から支援を受ける

ことが難しく、他の育児支援サービスを利用するだけ

では支援が十分ではない方が対象です。 

※(1)(2)とも、医療行為が必要な方は対象外。自己負担あり。 

 

   

 

いたばし版ネウボラとは… 

ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイス

の場」を意味する支援制度。区では 2016 年度

から、すべての妊婦に母子保健相談員が面接

を行い、必要に応じて支援機関につなげる等、

妊娠期から子育て期に渡って切れ目のない支

援を行っている。また、面接を受けた方には、

子育てを応援するメッセージとともにオリジ

ナル育児パッケージをお渡ししている。 
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 核家族化が進み、地域との交流も希薄化している中で、

周囲の十分な支援を受けられず、不安を抱えたまま育

児をスタートするケースがあります。出産後、母体が

元の状態に戻るまで 6～8 週かかるといわれており、

母親が心身の不調を感じやすいこの時期に、助産師等

が関与することで不安を軽減し、育児に対して前向き

な姿勢と自信を持つことができるようサポートしてい

くことが必要とされています。本事業によって、出産

後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進し、セル

フケア能力を育むことで、安心して子どもを産み育て

られる環境の充実をめざします。 

 実施の背景・目的 

   

    

 (1)訪問型 4 月 1 日 開始 

(2)宿泊型 4 月以降 助産所・医療機関等の公募開始 

6 月   事業開始予定 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 11,523 千円 

 

 健康生きがい部 健康推進課 

  課 長 新部 明   ℡3579-2310 

  担当者 西尾 弘美  ℡3579-2313 
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未来をはぐくむあたたかいまち 

待機児童解消に向けた保育所整備 
 

 

事業概要  2020年度末までに待機児童をゼロへ  

  喫緊の課題である待機児童の解消に向けて、国が策定

した「子育て安心プラン」に基づき、区は、2020 年度

末までに待機児童をゼロとする「子育て安心プラン実

施計画」を 2018 年 8 月に策定しました。計画の達成

に向け、賃貸物件及び国有地や都有地を活用した施設

整備、既存園舎の増改築や区立保育園の民営化による

新園舎建設など、様々な方法で保育施設整備を進め、

2019 年度は 437 名以上の定員増を図ります。 

 

    

事業の内容  認可保育所や小規模保育所などの整備は、比較的、短

期間に開設できる賃貸物件を活用した整備を中心に進

めており、待機児童数の状況や、大規模マンションの

建設予定などを勘案して、重点的に整備する地区へ保

育施設整備・運営事業者からの提案を募集し、整備を

進めています。併せて、これまでも国や都へ保育所用

地の要望を行っていますが、大山東町の国有地を活用

して認可保育所を整備することで、大規模マンション

の増加などで保育需要の高い板橋地区周辺の待機児童

対策に寄与する見込みです。さらに、都営住宅に併設

された大山西町保育園については、都営住宅建て替え

により創出された土地に、民営化移管先の新園舎を建

設することで、保育サービス定員を増やします。 

2019 年度の整備予定は以下のとおりです。 

(1)認可保育所 5 施設 320 名以上増 

(2)小規模保育所 2 施設 38 名増 

(3)事業所内保育所 1 施設 19 名程度増  

(4)既存認可保育所増改築(民営化園新築含む) 60 名増 
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 板橋区の 2018 年 4 月 1 日時点の待機児童数は 185

名であり、23 区中 8 番目に待機児童数が多い状況で

す。このため、区では待機児童対策を喫緊の課題とし

て捉え、待機児童数の状況や今後の保育需要、0～5 歳

児の人口推計を踏まえ策定された「子育て安心プラン

実施計画」に基づき、保育施設の整備を積極的に進め

ています。 

 実施の背景・目的 

   

    

 2018 年 12 月から 2020 年 4 月に開設する認可保育

所・小規模保育所整備の事前相談・提案の受付を行っ

ています。整備にあたっては、保育施設整備・運営事

業者に対し、事前に区の待機児童の状況を説明し、特

に待機児童数の多い地区への整備を進めていきます。 

事業者の選定は、保育施設や運営についての提案内容・

運営実績・経営状況等を総合的に勘案して行います。

採択を受けた事業者は、2020 年４月の開所を目指し

て工事等を進めていきます。 

※大山東町の国有地を活用した保育所は社会福祉法人

白鳩福祉会(2018 年度公募・選定)に、大山西町保育園

民営化移管の保育所は社会福祉法人永寿荘(2017 年

度公募・選定)に、整備運営事業者が決定し、2020 年

４月の開所を目指して工事等を進めていきます。 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

  

 

 子ども家庭部 子育て支援施設課 

  課 長 杉山 達史  ℡3579-2494 

  担当者 白石 靖子  ℡3579-2493 

1,596,932 千円 

(内訳) 認可保育所整備（新設 5 施設）     610,352 千円 

小規模保育所整備（新設 2 施設）    56,130 千円 

事業所内保育所整備（新設 1 施設）   30,699 千円 

既存認可保育所増改築(民営化園含む) 899,751 千円 

◆認可保育所 5 カ所新設(320 名以上増) 

※国有地活用 120 名含む 

・待機児童の多い地区への整備 

定員 50 名以上×4 施設 

定員 120 名×1 施設 

◆事業所内保育所 １か所新設(19 名程度増) 

・事業者の意向を踏まえて整備 

定員 19 名程度 

◆小規模保育所 2 カ所新設(38 名増) 

・待機児童の多い地区への整備 

定員 19 名×2 施設 

◆既存認可保育所の改築等 ３か所(60 名増) 

・太陽の子保育園増改築 定員 99 名→117 名へ増 

・第一保育園増改築 定員 116 名→131 名へ増 

・大山西町保育園民営化による新園舎建設  

定員 93 名→120 名へ増 

保育定員   437名以上増 

待機児童数と定員増の推移 
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