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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

教職員課 教職員福利厚生事務 現状のまま継続
教職員の健康確保のために実施している健康診断への受診を促すととも
にメンタルヘルス向上に向けた体制整備に努める。

教職員課 教職員給与等管理事務 現状のまま継続
市立小中学校・幼稚園に勤務する市費負担教職員について、給与等管理
事務を一括して行う。

教職員課 教職員人事管理事務 現状のまま継続
引き続き、学校園運営状況の掌握に努め、教職員の資質と指導力向上の
ために、計画的に適正な人事配置に努める。

教職員課 教職員課運営事務 現状のまま継続
引き続き、学校園長を通じて教職員の服務徹底を図るとともに、府教委へ
の表彰者の推薦をはじめ、府教委と学校園、部内の連絡・調整等の事務を
行う。

教育相談課 多文化共生教育研究会事務 現状のまま継続
引き続き本市立学校園における在日外国人教育・国際理解教育の研究を
推進し、異文化理解のための学習会や授業研究に取り組む。

教育相談課 人権教育推進研究事業 現状のまま継続
今後も人権教育に関する研究事業を委託し、学校園が新しい人権教育の
推進に取り組めるよう努める。

教育相談課 「心の教室相談員」配置事業 現状のまま継続 小学校の教育相談体制の充実を図る。

教育相談課 スクールカウンセラー配置事業 現状のまま継続
いじめ・不登校等の生徒指導上の諸問題解決に向けた取組を、小学校の
「心の教室相談員」と連携していく。

教育相談課 適応指導教室事業 現状のまま継続
不登校児童・生徒の学校復帰を含めた自立に向け、一層の指導・支援を
図る。

教育相談課 不登校児童・生徒支援事業 現状のまま継続 より効果的な不登校支援協力員の配置方法の研究を行う。
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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

教育相談課 「いじめ専用ホットライン」推進事業 現状のまま継続 引き続き電話相談を行い、いじめ等の早期発見・早期対応に努める。
平成25年度
二次対象事業

教育相談課 家庭の教育機能総合支援事業 改善
配置人数の見直しを検討し、サポートチームとコーディネーター教員を中
心に、家庭への巡回指導等を継続。

教育相談課 教育相談事業 現状のまま継続 継続して、教育相談体制の充実を図る。

教育相談課 帰国・来日外国人児童・生徒指導事業 現状のまま継続
帰国・来日外国人児童生徒の学校生活等への適応促進のため、今後も継
続して実施する。

教育相談課 進路指導等事務 現状のまま継続 今後も生徒・保護者に進路に関する適切な情報を提供する。

教育相談課 セルプわらしべ乗馬体験事業 現状のまま継続
今後も、支援学級在籍児童の多様な体験活動の一環として、社会就労セ
ンターと連携し、乗馬体験を行う。

教育相談課 支援教育推進事業 現状のまま継続
個に応じた指導の一層の充実のため、1校あたりの派遣回数を増やし、充
実を図る。

教育相談課
通学困難児童生徒通学等タクシー補助
事業（小・中）

現状のまま継続 引き続き、肢体不自由等児童・生徒等の通学に援助を行っていく。

教育相談課 支援学校通学等タクシー補助事業 現状のまま継続
引き続き、市内在住の支援学校等に通う児童生徒に通学の援助を行い、
通学の困難を解消していく。

教育相談課 スクールアドバイザー派遣事業 現状のまま継続
学校園での緊急を要する事案に対して、スクールアドバイザーを派遣し、
教職員に対して指導・助言を行う。

教育相談課 遠距離通学児童・生徒通学費助成事業 現状のまま継続
取り組みを継続することにより、遠距離通学児童生徒のバス通学に係る費
用を補助し、児童生徒の安全な通学環境の確保と、保護者の負担軽減を
図る。

教育相談課 総合的教育力活性化事業 現状のまま継続 各地域教育協議会において、適切な計画の下に会議や催しを実施する。

教育相談課 通学路等安全対策事業 改善
市教育委員会が警察や道路管理者と合同で実施している通学路の安全
点検の結果を踏まえて、交通指導員等が実効的な配置となるよう検討を行
う。

平成24年度
二次対象事業
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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

教育相談課 学校事故等賠償金・見舞金事務 現状のまま継続
学校事故を未然に防止するよう、各学校における安全確保について、適
切に指導する。

教育相談課 在日外国人教育補助事業 現状のまま継続
引き続き補助金を交付し、外国人学校へ通う幼児児童生徒への教育環境
の充実等を図る。

教育相談課 教育相談課運営事務 現状のまま継続
職員の服務・福利厚生事務の遂行、公用車の適正な管理・運営、事務経
費の適切な執行。

学務課 幼稚園幼児教育補助モデル事業 改善
私立幼稚園については、審査要領を見直し、幼稚園幼児教育充実事業と
して、引き続き幼児教育の振興を図っていく。公立幼稚園については、幼
稚園幼児教育充実事業として、引き続き幼児教育の振興を図っていく。

学務課
私立幼稚園幼児教育補助モデル事業
補助事業

改善
審査要領を見直し、幼稚園幼児教育充実事業として、引き続き幼稚園教
育の充実を図っていく。

学務課
枚方市立幼稚園の効果的・効率的な運
営及び配置事業

現状のまま継続
閉園となる4園の保護者相談等に対応する。
閉園後の施設の有効的な利用方法について関係各部課と検討していく。
残る公立幼稚園の幼児教育の充実を図る。

学務課 私立幼稚園保育助成事業 現状のまま継続
公・私立幼稚園間の保護者負担の格差の是正を図るため、今後も引き続
き助成を行う。

学務課 幼稚園就園奨励費補助事業 現状のまま継続

枚方市では、本事業を補完する目的で「私立幼稚園保育助成事業」を市
単費で行っており、今後も両事業を実施することで、幼児教育の推進を
図っていく。実施にあたっては目的の達成に向けて今後も効果的、効率的
に進めていく。

平成24年度
二次対象事業

学務課
市立幼稚園入園料・保育料徴収管理事
務

現状のまま継続
各市立幼稚園における入園料・保育料の徴収を管理し、適切な調定・減
免処理を、今後も引き続き行っていく。

学務課 日本スポーツ振興センター事務 現状のまま継続
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき、申請により医療費、
見舞金を支給していく。
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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

学務課 学校園安全共済会補助事業 現状のまま継続
学校園安全共済会の事業に対し適切な補助金を交付することにより、市立
学校園の管理下における幼児・児童・生徒の救済と安全教育の充実を
図っていく。

学務課 健康診断事業 現状のまま継続
今後も、ぎょう虫卵検査、結核検診、尿検査及び心臓検診、耳鼻科検診、
眼科検診を行って行く。

学務課 就学時健康診断事務 現状のまま継続 法令を順守し、健康診断を実施していく。

学務課 奨学金事業（補） 改善 運用の改善を検討する。
平成25年度
二次対象事業

学務課 就学援助費事業 現状のまま継続
今後も、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して必
要な援助を行う。心身に障がいのある児童生徒の保護者に就学奨励費を
支給し、就学の奨励を図っていく。

平成25年度
二次対象事業

学務課 学校保健会補助事業 現状のまま継続
今後も、引き続き、学校保健会の目的達成に必要な事業の実施に対し補
助金を交付し、学校保健の推進を図っていく。

学務課 学校園健康管理事業 現状のまま継続 法令等に基づき、学校保健活動の効果的な実施を推進していく。

学務課 就学事務 現状のまま継続 現状を維持しつつ、可能な範囲で事務の効率化を図る。

学務課 交通災害遺児奨学金事業（補） 現状のまま継続
今後も交通災害遺児の健やかな育成と福祉の増進を図るために、引き続
き実施する。

学務課 学校医療費援助事業 現状のまま継続
学校保健安全法、同法施行令に基づき、医療費援助を行っていくもので
ある。

学務課 学務課運営事務 現状のまま継続 現状を維持しつつ、可能な範囲で事務の効率化を図る。

学務課 学事情報システム事業 現状のまま継続
学事・保健事務の効率化とサービス向上を図るため、効率的にシステムを
構築・運用できるよう努める。



5

所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

教育推進室　教育指導課 学校版環境マネジメントシステム事業 現状のまま継続
平成23年度を測定基準年とし、学校園において、省エネルギー、光熱水
の使用量の削減に取り組む。

平成25年度
二次対象事業

教育推進室　教育指導課 友好都市教育交流事業 現状のまま継続
学校園において、海外の学校園との文通や書画交換等の友好交流に積
極的に取り組む。

教育推進室　教育指導課 幼稚園運営事務 現状のまま継続 円滑な幼稚園運営を行うために、引き続き、管理運営を適正に行う。

教育推進室　教育指導課
基礎学力向上プロジェクト事業（教育指
導課）

現状のまま継続
小中学校において、朝学習、授業、放課後学習等における自学自習力支
援システムの有効活用を継続する。

平成25年度
二次対象事業

教育推進室　教育指導課 教育研究会補助事業 現状のまま継続
研修等を通じた教職員の資質向上のため、教育研究会に対する補助を継
続して実施する。

教育推進室　教育指導課 学校ビオトープ池整備事業 現状のまま継続 既設小中学校の学校ビオトープ池の施設整備・維持に努める。

教育推進室　教育指導課 「まなびング」サポート事業 現状のまま継続
事業を実施する小中学校の増加、大学生等のサポーターの拡充に取り組
む。

平成25年度
二次対象事業

教育推進室　教育指導課 学校園活性化事業 現状のまま継続
市の教育活動の活性化を図る教育委員会主体の事業を実施するととも
に、各学校園における教育課題の解決に向けた教職員の資質・指導力の
向上をめざす研修等の主体的な取組を支援する。

平成25年度
二次対象事業

教育推進室　教育指導課 学校支援社会人等指導者活用事業 現状のまま継続 学校支援社会人等指導者を活用する学校園の増加に努める。

教育推進室　教育指導課 英語教育推進事業 改善 小中学校において、英語教育推進事業のより一層の充実を図っていく。

教育推進室　教育指導課 小中学校運営事務 現状のまま継続
「わたしたちのまち枚方」の配付と中学校美術展について継続して取り組
む。平成24年度の新学習指導要領の改訂に伴う教科書の購入・配付は中
学校が対象。

教育推進室　教育指導課 小学校クラブ活動経費管理事務 現状のまま継続 経費の有効活用とクラブ活動の活性化を図る。

教育推進室　教育指導課 中学校体育連盟補助事業 現状のまま継続 枚方市中学校体育連盟補助経費を適正に管理する。
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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

教育推進室　教育指導課 中学校部活動助成事業 現状のまま継続 中学校部活動助成事業経費を適正に管理する。

教育推進室　教育指導課 部活動指導協力者派遣事業 現状のまま継続 部活動指導協力者登録者の確保と派遣事業の適正な実施。

教育推進室　教育指導課 教育指導課運営事務 現状のまま継続
職員の服務・福利厚生事務の遂行、公用車の適正な管理・運営、事務経
費の適切な執行。

教育推進室　教育指導課 少人数指導等充実事業 改善
平成24年度より、市独自の小学校3年生における35人学級編制を行う枚方
市少人数学級充実事業に移行。

教育推進室　教育指導課 演じてみて観て感じるワーク事業 休・廃止 平成23年度で事業終了。

教育推進室　教育指導課 小中連携事業 現状のまま継続
「学習規律の定着」を図るとともに、「学びの連続性の確立」に向けた研究
に取り組む。

教育推進室　教育研修課 教職員研修事業 現状のまま継続 教職員研修の充実に向けて継続して取り組む。

教育推進室　教育研修課 授業の達人養成・教科研究事業 現状のまま継続 新たに2講座を加え、研究の拡充・深化を図る。

教育推進室　教育研修課 理科教育設備整備事業 現状のまま継続
市内小中学校10校を対象に理科備品の整備を図り、理科教育における実
験・観察の充実を図る。

教育推進室　教育研修課 教育文化センター維持管理事業 現状のまま継続 施設・設備の老朽化に対応するため適切に維持管理を行う。

教育推進室　教育研修課 教育研修課運営事務 現状のまま継続 今後も適正かつ効率的な運営を行う。
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