教育総務課
教育環境整備室
学校給食課

＜平成 27 年度＞

管理部の取り組み実績

Ⅰ

重点施策・事業

育の質の向上を図るとともに、児童・生徒に関
する情報を一元管理することで、学校内の情報

◆学校園の安全対策
平成 26 年度に引き続き、小学校の監視カメ
ラ及び校門のオートロック装置に連動したワイ
ヤレスモニター子機付きインターホンの活用に

セキュリティの向上を図ります。

実績
・4 月から校務支援システムの運用を開始。
通知表、指導要録、出席簿の作成におい

加えて、来校者の多い時間帯及び下校時間帯に

てシステムを活用し、教職員の事務負担

合わせた安全監視員等の配置を行います。

の軽減を図った。また、児童・生徒に関
する情報を教育委員会のセンターサーバ
で一元管理することで、学校内の情報セ
キュリティの向上を図った。

◆学校園施設・学習環境の整備
老朽化する学校園施設・設備の機能回復を図
り、良好な学習環境を確保するため、
「枚方市市
有建築物保全計画」に基づき、計画的な改修工
安全監視ボランティアの活動

事を行うとともに、トイレのドライ方式への全
面改造や多目的トイレの設置などトイレの改造

実績
・安全監視事業については、監視カメラ
等の活用に加え、安全監視員等の配置
を行い、学校の安全確保を図った。
・学校園の安全対策のさらなる充実を図る
ため、全中学校（19 校）の正門に防犯カ

工事を行います。
また、小中学校施設の経年劣化による老朽化
に対応するため、平成 26 年度末に策定した「枚
方市学校施設整備計画」に基づき、学校施設の
更新整備に向けた取り組みを進めます。

メラを設置した。また、小学校 21 校につ
いて、正門以外で多くの児童が登下校に
利用する通用門等への防犯カメラの増設
を行った。さらに、市内事業者の寄附に
より、全幼稚園（7 園）に防犯カメラを
設置した。これにより、全学校園への防
犯カメラの設置が完了した。

◆教育の情報化の推進
平成 26 年度に導入した校務支援システムの
本格稼動により、教職員が児童・生徒と向き合
う時間の確保と、よりきめ細かな指導による教

ドライ方式によるトイレ改造

実績

理業務等委託事業の実施等を進めるとともに、

・「枚方市市有建築物保全計画」に基づく

各中学校と連携しながら、試食会の実施など、

工事を 33 件、トイレ改造工事を小学校 5

喫食率の向上に向けた取組を進めていきます。

校、中学校 1 校で実施した。また、
「枚
方市学校施設整備計画」に基づき、学校
施設の更新整備に向けて香里小学校の
設計委託を行った。

食物アレルギー対応について、平成 27 年 3
月に文部科学省が策定した「学校給食における
食物アレルギー対応指針」を踏まえた検討を進
めます。また、除去食用食器の改善について検

◆新学校給食共同調理場の整備

討を行います。

平成 28 年度の中学校給食の実施及び小学校

また、
「学校給食衛生管理基準」に定める「ド

給食共同調理場の老朽化に対応するため、11

ライ運用」について、既存のウェットシステ

月末の完成に向けて新学校給食共同調理場の整

ム全調理場での実施に向けて、試行実施とそ

備工事を進めます。

の検証を行います。

実績
・小学校給食 4,000 食、中学校給食 6,000
食の調理が可能な「第一学校給食共同調理
場」の整備を進め、11 月末に完成した。

◆学校規模等の適正化の推進
市立小・中学校の将来における適正な配置等
のあり方について、学校規模等適正化審議会か
ら答申を受け、
「枚方市学校規模等適正化基本方
針」を改定します。

ドライ運用（洗浄水をトレーで受け、床にこぼさない）

実績
・中学校給食配膳室（受入施設）の整備を
昨年度に引き続き実施（12 校）し、全

実績

中学校（19 校）の整備が完了した。

・3 月に学校規模等適正化審議会から、市

・第一学校給食共同調理場について、12

立小・中学校の将来における適正な配置

月に調理業務等委託を締結し、4 月か

等のあり方について答申を受けた。学校

らの運用開始に向けて取り組みを進め

規模等適正化基本方針については、今

た。

後、説明会を実施し、取りまとめを行っ
ていく。

・中学生及び小学校第 6 学年を対象に中
学校給食の試食会を実施するととも
に、中学校の入学説明会において中学

◆学校給食の充実
新たな小中学校給食共同調理場である第一学
校給食共同調理場について、平成 27 年 11 月

校給食の説明を行った。
・中学校給食のインターネット予約等に
対応するため、給食運営システムを新
たに導入した。

の完成に向けて整備工事を進めるとともに、中

・食物アレルギー対応の除去食用容器に

学校給食の配膳室（受入施設）について、平成

ついて、共同調理場配送校を対象に、

26 年度の 7 校の整備に続き、
今年度は残る 12
校で整備を進めます。
また、平成 28 年度からの選択制中学校給食
の実施に向けて、給食運営システムの整備、調

樹脂製のものから保温性の高い真空耐
熱フードジャーに改善した。
・単独調理場 6 か所においてドライ運用
を試行し、平成 28 年度 2 学期以降の運
用拡大に向けて検討を進めた。

Ⅱ

行政改革・業務改善

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞
改革課題

取り組み内容・目標

33．技能労務職員

技能労務職員等が従事す

等の配置基準の

る業務について、行政の役

見直し（学校園

割と責任やセーフティネ

校務業務・学校

ットの確保等の視点から

給食調理業務・

整理し、それを踏まえた今

環境整備業務）

後の方向性について、基本
的な考え方を示す。

＜改革・改善サイクルに係る対応＞
事務事業

取り組み内容・目標

学校給食事業（委

老朽化が進む調理場の施

託・単独調理場）

設整備や調理場運営の委
託化、単独調理場と共同調
理場の配置の見直し等に
ついて長期的視点から検
討する。

実績
・「小中学校給食調理場の整備手法等に関する
方針」に基づき、第四学校給食共同調理場の
老朽化対策として、第一学校給食共同調理場

実績
・技能労務職員が従事する業務について、今
後の方向性と将来的な職員配置の考え方を
とりまとめ、適正配置に向けた取り組みを
新行政改革実施プランに示した。

の整備を完了するとともに、同調理場の委託
による運用開始に向けて取り組みを進めた。
また、第三学校給食共同調理場の老朽化対策
について検討を行った。

＜業務改善運動のテーマ・目標＞
改革課題

取り組み内容・目標

44．施設の使用料

市立学校園施設開放事業

の見直し
③市立学校園の施
設開放事業

と市立小中学校体育施設
開放事業との整理・調整及
び電気使用料等の実費相

テーマ

取り組み内容・目標

業務の執行の再検討

効果的・効率的な執行の

とマニュアルの効果

観点から、業務の流れを

的な活用

再 検 討 し 、 改善 に 努 め
る。また、円滑な事務執

当額の負担について具体

行 に 向 け て 業務 マ ニ ュ

化に向けた検討を進める。

実績
・平成 26 年度に取りまとめた「使用目的や使
用対象施設による区分の整理・明確化」、
「実
費相当額の徴収方策等」の方向性について、
協議・検討を行った。

アルを作成する。

実績
・調理員や栄養教諭等を対象に、食物アレルギ
ー対応や調理場におけるドライ運用等につ
いての研修を実施した。

テーマ

取り組み内容・目標

市有建築物の計画

効率的・効果的な執行を図

的保全に係る効率

るため、先進事例等の調

的実施手法の構築

査・研究を進める。

実績
・老朽化した照明の更新整備などの効率的・効
果的な執行を図るため、先進事例の調査・研
究に努めた。

テーマ

取り組み内容・目標

＜予算執行＞

公共工事の品質確

設計図書で定める品質及

◆平成 26 年度に引き続き、
市立小中学校全 64

保

び性能を施工の各段階で

校の電力調達について、特定規模電気事業者

確認し、品質の確保及び向

（PPS）等を活用し経費の節減を図ります。

上を図る。

また、節減による効果額については、学校の
図書費や、ＬＥＤ照明の導入などに活用しま

実績
・工事施工の各段階で、設計図や仕様書に基づ
き、確認や試験、検査の立ち会いを実施し、
品質の確保と向上に努めた。

す。

実績
・小中学校の使用電力削減の取り組みによ
る効果額等を活用し、819,000 円を図書費
等の予算に還元した。また、16 校の職員

テーマ

取り組み内容・目標

市有建築物データ

竣工図面や工事履歴等の

ベースシステムの

データベースを活用し、改

◆市立小学校 15 校のパソコン教室の機器の更

活用

修工事等を効率・効果的に

新に合わせ、仕様の見直しを行い、各校 45

進める。

台のタブレット型端末を導入します。また、

実績

室に LED 照明を導入した。

更新後のＩＣＴ機器については、売却を行い

・学校園施設の関連情報のデータベースを活
用し、効率的・効果的に改修工事を進めた。

収入の確保を図ります。

実績
・小学校 15 校のコンピュータ教室の機器

Ⅲ

予算編成・執行

更新を行い、タブレット型パソコン及び
無線 LAN を導入した。

＜予算編成＞
◆学校園施設の改修や中学校給食の実施にあた
り、国の学校施設環境改善交付金や大阪府補
助金等の活用を図ります。

実績
・市有建築物保全計画に基づく学校園施設
の改修やトイレ改修事業に、国の学校施
設環境改善交付金を財源として活用し
た。
（122,726 千円）
・第一学校給食共同調理場及び中学校給食
配膳室の整備について、大阪府の「中学
校給食導入促進事業費補助金」を財源と
して活用した。
（726,611 千円）

・ICT 機器の売り払いについては、売却先
の見直しを行い、約 146 万円の収入を得
た。
◆公共施設の設計時には、品質を下げずにコス
トを下げる、あるいはコストを上げずに品質
を向上させる設計ＶＥの視点で取り組み、効
果的な予算執行に努めます。

実績
・公共施設の設計に際し、工法や使用する
材料について比較検討を行い、品質向上
を考慮しつつコスト削減に努めた。
◆公共施設としての品格性、快適性、機能性、
安全・信頼性及び利用者満足度の向上など、
施設整備に係る費用対効果の向上に努めます。

実績
・施設整備に際しては、現場の意見を聴取
するなど利用者満足度の向上を意識しな
がら、経済性にも考慮して取り組んだ。

◆省エネルギー化など施設のライフサイクルコ
ストを考慮した施設整備に努めます。

◆建設事業を円滑に進めるため、施策の企画立
案の段階から技術的な課題の解決に取り組み
ます。

実績
・省エネルギー面で有用な LED 照明の採用
や節水型の衛生器具を使用するなど、ラ
イフサイクルコストを考慮した整備に
努めた。

Ⅳ

組織運営・人材育成

実績
・施策の企画立案の段階から技術的課題を
洗い出し、事業を円滑に進めるため関係
部署と協議して進めた。

◆職場内におけるきめ細かな OJT の実施によ
り、業務遂行上必要となる専門知識や技術等
の向上と育成に努めます。

◆管理部の基本目標である「学びを支える学習
環境づくり」の充実をめざすため、部内の緊
密な連携による効果的な組織運営に努めます。

実績
・新入職員や若手職員への、先輩職員の積
極的な指導や研修への参加などにより、

実績
・教育委員会連絡会議、教育委員会次長会

専門知識の習得や技術等の向上と育成に
努めた。

議、部内事務連絡会議を適宜実施し、目
標の共有化と緊密な連携を図った。また、

◆給食調理など技術を要する業務や情報通信技

各課においては、効果的な事務執行のた

術など専門性が求められる分野については、

め、課内会議等を適宜実施した。

業務ノウハウの継承を図り、業務継続性を確
保できる人材育成に努めます。

◆学校施設の更新整備については、相当の専門
的な知識が必要なことから、先進都市視察や
専門研修等への参加などにより、職員の人材
育成を図ります。

実績
・小学校給食の献立ごとに調理作業手順書
を作成し、全調理場統一の調理工程とす
ることにより、円滑な調理作業環境の確
保に努めた。

実績
・各種企業の研修会にも積極的に参加する
ことで、先進技術の確保に努めた。

◆平成 28 年度からの中学校給食の実施に向け
て、献立の検討や中学校との連携を行うため

◆学校園の改修工事が集中する夏休み期間中な
ど、工事繁忙期には、部内組織を柔軟かつ横
断的に組織し、部内全職員が一丸となって取
り組みます。

の体制づくりを進めます。

実績
・枚方市学校給食会において、6 月に保護
者や学校長等で構成する中学校給食委員
会を設置し、中学校給食費や献立・給食

実績

指導等について検討を進めた。

・年間を通して、組織を柔軟かつ横断的に

・また、各中学校では、給食担当教員を選

運用し、平成 27 年度工事を予定通り実施
した。

任し、円滑な給食開始に向けて体制を整
えた。

◆単独調理場等の小規模職場における服務規律
の確保のため、職員研修等を通じての指導育
成を強化するなど、適切な管理に努めます。

実績
・調理員を対象に公務員倫理研修を実施
するとともに、学校給食課の管理職員
による単独調理場の巡回を実施した。
・また、単独調理場職員の指導・助言を日
常的に行う体制を確保するため、平成 28
年 4 月から単独調理場巡回応援職員を配
置することとした。
◆枚方市地域防災計画の改訂に併せて、枚方市
教育委員会災害対応マニュアルを改訂するな
ど、大規模災害に備え、体制の見直しを図る
とともに、職員の危機管理意識の向上を図り

実績
・FM ひらかた「ひらかた教育ステーショ
ン」において、学校園の安全対策、学
校規模等の適正化、学校給食など教育
委員会の取り組み、各学校園の活動状
況の紹介を行った。
・教育委員会定例会・協議会の会議録や
教育委員の所感をホームページに掲載
するなど、広く市民に情報発信を図っ
た。
・枚方市学校規模等適正化審議会からの
答申や審議会の資料等をホームページ
に掲載し、市民への発信を行った。
◆教育委員会制度改革における本市の対応につ
いて、ホームページ等を通じて市民に広報し
ます。

実績

ます。

・4 月の地方教育行政の組織及び運営に関

実績

する法律の改正に伴い、設置した総合教

・枚方市教育委員会災害対応マニュアルの
改訂に向けて、調査・検討を行った。
また、図上訓練や緊急参集訓練等を実施
し、職員の危機管理意識の向上を図った。

育会議、市長が策定した「枚方市教育大
綱」について、ホームページに掲載し、
市民に広報した。
◆中学校給食の取り組み状況について、広報ひ
らかたやホームページ等を通じて情報提供を
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広報・情報発信

行うとともに、試食会等を通じて意見聴取に
努めます。

＜ホームページ・情報発信の充実＞
◆本市教育委員会の活動や学校園における学習
環境整備状況など、子どもたちの教育環境に
かかわる情報を保護者や市民にわかりやすく
提供するとともに、都市ブランドである「教
育文化都市ひらかた」の発信に努めます。
また、学校園の安全対策、学校規模等の適正
化の推進、学校給食の充実などの取り組みに
ついても、広報ひらかたやホームページへの
掲載、ＦＭひらかたへの出演など、市民にわ
かりやすい情報発信に努めます。

実績
・中学生及び小学校第 6 学年を対象に中
学校給食の試食会を開催し、今後の喫
食意向等に関するアンケートを実施し
た。
・中学校の入学説明会において中学校給
食の制度説明を行った。また、ホーム
ページにおいて中学校給食の情報ペー
ジを全面改訂した。
・広報ひらかた 1 月号に第一学校給食共同
調理場の竣工について、3 月号に中学校
給食の試食会について記事掲載を行っ
た。
・中学校給食の実施に向けた取り組み状
況等の情報を発信するため、7 月から
全小中学校の児童・生徒・保護者を対
象に「中学校給食ニュース」を 7 回発
行した。

教職員課
児童生徒支援室
学務課
教育推進室教育指導課
教育推進室教育研修課

＜平成 27 年度＞

学校教育部の取り組み実績

Ⅰ

重点施策・事業

◆学校園運営体制の整備・充実
児童一人ひとりに向き合うきめ細かな指導を

◆小中連携の推進・充実

充実させるため、支援学級在籍児童を含んで35

知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」

人以下とする市独自の少人数学級編制を小学校

をはぐくむため、「学習規律の確立」を基盤と

第４学年まで拡充して実施します。少人数学級

して、各中学校区における小学校と中学校の連

編制によるきめ細かな指導を通して、支援学級

携を軸に、義務教育９年間を見通したカリキュ

在籍児童との交流や共同学習の充実を図り、児

ラム（指導計画）の実践に取り組むなど、学び

童一人ひとりの「確かな学力」及び「豊かな心」

の連続性の確立に向けた研究を推進します。

を育成し、「生きる力」をはぐくみます。

また、教育指導課に「小中一貫・学力向上推
進グループ」を設置し、
「小中連携」から「小中
一貫」へ、平成28年度以降の新たな取り組みの
計画を策定します。

実績
・「枚方スタンダード（平成27年度版）」
及び各中学校区で作成した「共通の学習
規律」について教室等にポスターを掲示
するなどし、定着を図った。
・小中合同研修会等（19中学校区で延べ89
回実施）を通じて、義務教育9年間を見通

実績
・市費負担任期付教員を配置（45 校 47 名）
し、小学校第 4 学年までを対象とした市
独自の少人数学級編制を実施した。

したカリキュラムの研究・作成及び系統
的な指導方法の研究に、継続して取り組
んだ。
・「交流活動」として、小学校第6学年の児
童を対象にした中学校体験授業・クラブ
見学会や、小学生も参加する英語暗唱大
会等を実施した。
・「小中連携推進リーダー」連絡会を年間6
回開催し、中学校区間の交流を行った。
・「枚方市小中連携事業研究発表会」を11
月25日（水）に実施し、これまでの取り
組み及び今後の方針についての発表や講
演を行った。

◆学習指導と心の教育の充実
①研究授業や教材・教具等の充実を通して、教
職員の指導力向上と授業改善に努めるととも
に、各学校の実態に応じて作成した特色ある
学力向上プランに基づき、児童・生徒の学力
向上に取り組みます。
また、自学自習力支援システムを、朝学習、
授業、放課後学習、家庭学習において活用し
て、一日の連続した学びの確立と家庭学習の
充実に取り組み、児童・生徒の自ら学ぼうと
する力の育成と基礎･基本の定着を図ります。
さらに、家庭における学習習慣が身につくよ
う、家庭教育の重要性について発信していき
ます。

実績

実績

・研究授業等により、教職員の指導力向上
に努めるとともに、学校の実態に応じて
作成した学力向上プランに基づいて、児
童・生徒の学力向上に取り組んだ。
また、自学自習力支援システムを活用し、
児童・生徒の自ら学ぼうとする力の育成
と基礎･基本の定着を図るとともに、家庭
における学習の重要性について保護者に
発信した。

・教育委員会主催の各種行事を、平成 26
年度に引き続き実施し、小学生陸上競技
大会は 1,430 名、小学生駅伝大会は 413
名、小学校合同音楽会は 4,015 名、漢字
をテーマに思いを伝える作文コンクール
は 16,828 作品の参加があった。小学校合
同音楽会は、音楽科の授業における学習
の成果を発表する場として設定し、運営
方法も見直して実施した。

②全中学校に各校１名の外国人英語教育指導助

④学校司書を配置した中学校３校がそれぞれ核

手（ＮＥＴ）を、全小学校に英語が堪能な日

となり、校区内の小学校と連携した学校図書

本人の英語教育指導助手
（ＪＴＥ）
を配置し、

館の充実及び活用、読書活動の推進を図りま

学校の取り組みを支援することにより、「読

す。司書教諭、学校司書、学校図書館ボラン

む」
「書く」
「聞く」
「話す」力をバランスよく

ティアが協力し、市立図書館とも連携しなが

育む授業の実践と、児童・生徒の英語学習へ

ら、学校図書館の「読書好きの子どもたちを

の意欲を高める取り組みの充実をめざします。

育てる役割」、「子どもたちの学習活動を支援
する場としての役割」を充実することで、家

実績

庭においても自発的に読書に親しむ習慣を身

・枚方市英語教育推進事業については、

につけさせ、子どもたちの言語力を育みます。

全小中学校に英語教育指導助手（NET
（中学校）
・JTE（小学校）
）を配置し、
児童・生徒が英語に親しめる環境を整
えるとともに、NET の小学校派遣や「モ
チベーションアップ

プロジェクト」

の実施等で英語への関心・意欲を高め
ることに努めた。また、小学校外国語
活動、中学校の英語学習の成果を発表
する場として、各中学校区において英
語暗唱大会等を実施した。
③小学生陸上競技大会、小学生駅伝競走大会、
小学校合同音楽会、漢字をテーマに思いを伝
える作文コンクール、菊のひらかた・菊咲か
そう体験事業など、子どもたちが様々な体験
を通して豊かな心を育む事業を実施します。

実績
・3 中学校区に学校司書を配置したこと
により、特に中学校において、生徒が
利用しやすい学校図書館に向けた環境
づくりとして、日本十進分類法に基づ
く配架にレイアウト変更を行った。ま
た、放課後や夏季休業中も開館するな
ど、開館時間の拡大を行うとともに、
授業における調べ学習の推進として、
団体貸出による関連図書の準備等、中
央図書館との連携を図った。事業実施
3 中学校における、家や図書館で、ふ
だん（月曜日から金曜日）
、1 日あたり
10 分以上、読書をする生徒の割合が、
学校司書配置前（平成 26 年度）41.6％
から配置後（平成 27 年 4 月）43.3％に
上昇した。

⑤枚方市が取り組んでいる「教育」を広く市民

実績

に発信するとともに、教職員研修の一環とし

・「枚方市いじめ防止基本方針」に基づき

て、算数・数学の指導を通した「考える力」

設置した「枚方市学校いじめ対策審議

の育成をテーマに教育フォーラムを開催しま

会」を 2 回（8 月、2 月）
、「枚方市いじ

す。

め問題対策連絡協議会」を 3 回（5 月、9
月、1 月）開催するとともに、いじめ・

実績

体罰防止等の研修を実施した。

・平成 27 年 7 月 21 日(火)に枚方市市民

・各学校では「学校いじめ防止基本方針」

会館大ホールにおいて、
「考える力の育

を策定するとともに、「いじめ防止対策

成

委員会」等を組織して、いじめアンケー

～算数・数学の指導をとおして～」

をテーマに、大阪教育大学 数学教育講

トを実施し積極的にいじめを認知する

座 柳本 朋子 教授を講師に招聘し、第

等、いじめの未然防止及び早期発見・早

1 部で講演を実施した。

期対応に取り組んだ。

また、第 2 部では、
市立小学校長、市立
小中学校教諭をパネ
リストに、第 1 部で
講演を行った柳本教
授をアドバイザーにパネルディスカッシ
ョンを実施、枚方市立学校園教職員 664

③不登校状態にある児童・生徒の学校復帰をめ
ざし、教育文化センター内に適応指導教室（ル
ポ）を開設します。ルポは不登校児童・生徒
の居場所として、専門家による定期的なカウ
ンセリングや学校と連携した登校機会を設け

名、市民・保護者 213 名、計 877 名の参

る取り組み等、自立のための支援・指導を行

加者があった。

います。

実績
◆生徒指導の充実

・適応指導教室に指導員を配置し、不登

①全中学校に市独自の教員を配置することで、

校の児童・生徒に対して、自立するた

生徒指導主事等が、暴力行為をはじめとする

めの学習活動・体験活動・創作活動等

様々な問題行動の未然防止に取り組むととも
に、問題行動が生起した際には、生徒指導主
事等が核となり、迅速かつ適切な対応ができ
る組織体制をさらに強化していきます。

実績
・全中学校に市独自で教員を配置すること
で、生徒指導体制を総合的に強化し、生
徒指導主事が生徒指導業務に専念でき、
スクールカウンセラーや関係機関との連

の支援・指導により学校復帰や進路決
定に導くことができた。
（卒業後の進路
決定割合 87.5％）
・適応指導教室に登室が困難な児童・生
徒に対して、学生指導員が家庭訪問に
より支援・指導を行った。
・児童・生徒及び保護者に対するカウン
セリング、さらに保護者に対して保護
者会を開催して、心のケア及び情報提
供を行った。

携を図り、きめ細かな対応を行った。
④人権問題に関する正しい知識の習得及び課題
②平成２６年７月に策定した「枚方市いじめ防
止基本方針」に基づき、学校と連携した、い
じめ・体罰の防止に取り組みます。また、い
じめや不登校等諸課題の早期発見・早期対応
を行うため、総合電話窓口として、
「子どもの
笑顔守るコール」による児童・生徒・保護者
等からの相談体制のさらなる充実を図ります。

解決に取り組むとともに、豊かな人権意識・
人権感覚と自他を尊重し認め合う実践力をも
ち、自ら考え行動できる人間の育成をめざし
た人権教育の推進及び人権侵害事象等の未然
防止に努めます。

実績

◆支援教育の充実

・障害者理解教育、国際理解教育等様々な

発達障害等があり教育的支援を必要とする幼

人権課題について、研修を通して教職員

児・児童・生徒に対する個に応じた指導の一層

の人権感覚の醸成に努めた。
・全学校を訪問し、人権教育の取組状況を
聴き取り、その結果をふまえた人権教育
担当者研修会を実施した。
・市長部局と連携し、暴力によらず問題

の充実を図るために、特別支援教育士・臨床心
理士等の専門家を学校園に派遣し、幼児・児童・
生徒への指導について教職員に指導・助言を行
います。あわせて、幼児の保護者からの相談に

解決ができる子どもたちを育てるプロ

応じることにより、幼稚園と家庭との連携及び

グラム「DV 予防教育プログラム」や「平

支援に努めます。

和フォーラム」「平和の燈火」等の事
業に取り組んだ。

また、非常勤講師を配置し、支援教育コーデ
ィネーターの受け持つ授業時間を軽減すること

・枚方市人権教育研究協議会や枚方市多

により、支援教育コーディネーターが、配慮を

文化共生教育研究会へ事業委託し、枚

要する児童・生徒の状況把握や支援、関係諸機

方市立学校園における人権教育・在日

関との連携等を行う時間を確保します。

外国人教育・国際理解教育の推進を図
った。
⑤子どもの安全を確保する観点から、学校園メ
ール配信システムを活用し、枚方市立学校園
から子どもの安全に関わる情報や緊急連絡等
を、保護者へ電子メールにて、迅速に情報配

文部科学省委託事業を大阪府から再委託を受
けて、発達障害の可能性のある児童・生徒等の
幼小中高の移行期において、円滑かつ適切な引
継ぎが行えるよう調査研究に取り組みます。

実績
・小学校 2 校、中学校 2 校に対し、大学

信します。また、
「火災」
「風水害」
「地震」等

教授や臨床心理士を年間 5 回派遣し、

を想定した避難訓練の実施、地域住民と共に

発達障害のある児童・生徒に対しての

避難所生活を想定した体験を行う学校防災キ

指導・支援の方策についての指導・助

ャンプ事業の実施等、子どもたちが自らの危

言や、校内支援体制の充実等について

険を予測し、回避する能力を高めることがで

の研修を行った。また、公私立幼稚園

きる力の育成を図ります。

へ相談員を派遣し、支援を要する幼児
についての支援・指導について、教職

実績
・全学校園において、メール配信システ
ムを活用することで、不審者の目撃情
報や緊急情報等を正確かつ迅速に保護
者に提供できた。

員に対し指導・助言を行った。また、
発達相談等について保護者からの相談
に応じた。
・全小中学校に週 6～18 時間の非常勤講師
を配置することにより、支援教育コーデ

・全学校園において「火災」
「風水害」

ィネーターの授業時間数を軽減し、支援

「地震」等を想定した避難訓練を実施

教育コーディネーターが、支援を要する

した。

児童・生徒の実態把握や校内支援委員会

さらに小学校 2 校で、学校・保護者・

の開催、関係機関との連絡・調整を行う

地域住民と関係各課が連携して外部機

等、支援教育の充実を図ることができた。

関の協力も得ながら学校防災キャンプ

・文部科学省事業を受け、発達障害の可能

を実施し、保護者や地域住民とともに

性のある生徒の情報を、中学校から高等

児童が避難所生活を体験したり、校区

学校へ効果的に引継ぐ方法について研
究を深めた。

の災害時における危険箇所のワークを
実施したりするなどの実践的な取り組
みを行った。

◆教職員研修の充実

◆幼稚園教育の充実

「学び続ける教職員」を育成し、枚方の子ど

国の子ども・子育て支援新制度を踏まえ、市

もたちの「生きる力」をはぐくむことを目的と

立幼稚園の運営・配置計画に基づき、通常の教

して、本市独自の教職員研修計画に基づき、教

育時間終了後に「預かり保育事業」を実施しま

職員の経験・職務に応じた基本研修及び教育課

す。本事業により、幼児の心身の健全な発達を

題や教科等の専門性を高める専門研修を実施し

促すとともに、幼児教育の充実と保護者の子育

ます。あわせて、本市の教育課題に応じたカリ

て支援及び就労支援の充実を図ります。

キュラムによる初任者研修・10年経験者研修等

あわせて、２、３歳の未就園児が安心して遊

も実施し、
「教育公務員としての倫理観・規範意

び、保護者が交流できる場として市立幼稚園で

識」
「子ども理解や集団づくりに必要な資質・能

「幼児教育教室事業」を実施し、家庭の教育力

力」
「学年経営や学校経営などに必要なマネジメ

を高め、子育て不安の軽減等を図ります。

ント力」
「教科等の専門性や多様な教育課題に対

実績

応できる授業力」を有する教職員の育成を推進
します。

・預かり保育事業については、枚方市立幼
稚園において、保護者が子育ての喜びを感

実績

じ、笑顔でわが子に接することができるよ

・教職員研修を 366 回（「基本研修」177

うに幼稚園の施設と機能を活用した支援

回、
「専門研修」189 回）実施。延べ 11,807

をし、保護者の様々な事情に対応するとと

人が受講し、教職員の資質と指導力の向

もに、幼児に安全で安心な遊び場を確保す

上を図った。
・経験の浅い教員による研究授業等、校内
研究等の指導・支援の学校訪問を 1,468

ることを目的として実施した。
・幼児教育教室事業については、2、3 歳の
未就園児親子が安心して遊べる場と保護

回実施した。

者同士が交流できる場の提供をして、家

・平成 27 年度教職員研修に関する研修実
施直後のアンケート結果

庭の教育力を高めるとともに、孤立しが

「理解度」（受講後のアンケートにおい

ちな未就園児親子の現状から起こりやす

て『よく理解できた』『理解できた』と

い児童虐待の予防や子育て不安の軽減を

回答した受講者の割合）98.4%

図ることを目的として実施した。

「満足度」（受講後のアンケートにおい
て『とても有意義であった』『有意義で
あった』と回答した受講者の割合）98.1%

Ⅱ

行政改革・業務改善

・平成 27 年度枚方市
教職員研修に関する
事後アンケート調査
結果
「研修を受講した教
職員が各学校園において、研修内容につ

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞
改革課題

取り組み内容・目標

２．まちづくりの

小学校第３・４学年の社会

学習機会の充実

見学、出前授業の活用等、

いて会議や校内研修会で伝達したり、授

学習プログラムの充実を

業や保育で実践したりしている割合」

図る。

87.4%

実績
・学習プログラム（見学・出前授業等）を作成
し、学校が利用しやすいように充実した。
・社会科副読本「わたしたちのまち枚方」につ
いても、最新情報や最新の写真に更新を行っ
た。

改革課題

取り組み内容・目標

１１．体験学習の

関係機関と連携し、施設の

充実

Ⅲ

予算編成・執行

訪問・交流活動などの体験
学習の充実を図る。

実績
・高齢者施設や社会福祉施設等への訪問・交流
を行い、行事に参加する等の体験学習を行っ
た。
・車椅子体験、アイマスク体験、介護体験等を
行った。

◆本市独自の取組みである、少人数編制や生徒
指導体制を充実するために、市費で教員を配置
する経費として３億２４４１万３千円の予算を
計上しています。

実績
・小学校に任期付職員を前年度より 17 名増
の 47 名配置し、小学校第 4 学年までの少
人数学級編制を実施した。また、中学校 19

改革課題

取り組み内容・目標

校のうち 7 校に任期付教員、12 校に非常勤

１３．防災教育の

子どもたちが参画する防

講師を配置し、生徒指導主事が生徒指導に

充実・防災キャ

災訓練「学校防災キャン

専念できる体制を整えた。

ンプの推進

プ」を推進する。

実績
・開成小学校（7月103名参加）
、樟葉小学校（8

◆幼稚園保護者支援充実事業として、非常勤職
員 7 人の経費 794 万１千円ほか、幼児教育

月79名参加）において、地域と連携した学

教室事業費 275 万 6 千円、預かり保育事業

校防災キャンプを実施し、防災意識の向上

費 582 万 3 千円を計上しています。

が図れた。

実績
・全 7 園において、平成 27 年度から、地

改革課題

取り組み内容・目標

３９．業務委託の

交通専従員・交通指導員の

域の 2 歳、3 歳の未就園児とその保護者

業務内容の整理、配置基準

を対象に、水曜日の午後及び水曜日以外

の見直しを行い、業務委託

の平日の午前中 1 回の週 2 回、1 時間 30

拡大

の拡大を進める。

実績
・配置箇所について交通状況調査を実施し、交
通専従員が活動を終了した箇所について、人
数削減または委託による配置に転換した。
＜業務改善のテーマ・目標＞
テーマ

取り組み内容・目標

満足度の高い窓

効果的な部内研修を実施

口・電話対応

し、今後も丁寧な対応に努
める。

実績
・各課において研修を実施し、親切・丁寧な対
応について職員の意識向上を図ることがで
きた。

分程度、指導員を雇用して、年齢毎に取
り組んだ。
・全 7 園において、平成 27 年度から、保護
者が希望する在園児を対象に、
幼稚園開園
日の水曜日を除く週 4 日 14 時から 17 時ま
での時間帯で、
指導員を雇用して預かり保
育事業を実施した。

◆課題を抱えた子どもを支援するため、不登校

Ⅳ

組織運営・人材育成

支援協力員、法律相談員、学校問題サポート
員、スクールソーシャルワーカー、帰国児童

◆学校教育部では、各学校園における質の高い

等に対する教育指導員など多様な人材活用の

教育環境づくりのため、目標の共有化を図り、

経費として、237９万３千円の予算を計上し

部内の緊密な連携による効果的な組織運営及

ています。

び学校教育担当者の資質向上に努めます。

実績

実績

・不登校支援協力員を市内全中学校に配

・課長以上での部内会議を毎月定例で実施

置し、学校において教育相談や学習支

するなかで、情報や課題の共有を図ると

援等を行い、不登校の生徒を適切に支

ともに、対策や方向性の協議を行うなど、

援した。

効果的な組織運営に取り組めた。

・スクールソーシャルワーカー・スーパー
バイザー及びスクールソーシャルワー

◆「学び続ける教職員」を育成し、枚方の子ど

カーを 1 中学校区に配置し、児童･生徒

もたちの「生きる力」をはぐくむことを目的

の学校生活の充実や家庭の教育力向上

として、本市独自の教職員研修計画に基づき、

のための支援を行った。

授業力の向上をはじめとする教職員の資質向

・専門家からなる「ひらかた学校支援チ

上を図ります。

ーム」が学校の様々な問題について支
援を行った。
・日本語の習得が不十分な帰国児童等を
対象に教育指導員を編入後 1 年目は週
2 回 4 時間、2 年目は週 1 回 2 時間派遣
し、日本語の指導等を行い、学校生活
等への適応のための支援を行った。

実績
・本市独自の教職員研修計画に基づき、経
験年数や職務に応じて必要な知識・技能
の習得を図る「基本研修」の中で、教育
公務員としての倫理観・規範意識を高め
る内容や、管理職等、リーダーを対象と
した研修において、マネジメント力を高

◆自学自習力支援システム活用事業において、

める内容の充実を図った。

パソコンの入替え費用の 992 万円を含む、

・小中学校初任者研修をはじめ、市費負担

学習コンテンツ使用料 2437 万 3 千円の予

教員研修や 2～5 年目小中学校教員研

算を計上しています。

修、授業改善研修、

実績

教材研究講座等の
中で、授業づくり

・すべての小中学校において、自学自習力

・授業改善に関す

支援システムを活用した放課後自習教

る研修を 149 回実

室を小中 64 校で延べ 3,847 回、実施す

施した。

るとともに、授業や朝学習・家庭学習に
おいてもシステムを活用した。

・初任者は年間 3 回、2 年目教員は年間 1
回実施する経験の浅い教員の校内での

・8 月の学力向上担当者研修において、自

研究授業への指導・助言及び、「授業改

学自習力支援システムのさらなる活用

善サポートプログラム」による校内研究

のために、同システムの機能等に係る研

授業への指導・支援を実施し、重点項目

修を実施した。

の「児童生徒の学力向上に向けた授業づ

・1 月に研究指定校において研究授業及び
研究報告会を開催し、成果の普及に努め
た。

くり・授業改善」の推進に向け取り組ん
だ。

◆学校教育部教育指導課に、「小中一貫・学力
向上推進グループ」を新たに設置し、小中一
貫教育を視野に入れ、小中9年間を見通した
学力向上に努めます。

実績
・平成 27 年 11 月 25 日（水）に枚方市市
民会館大ホールにおいて、教職員（約
700 名参加）及び市民等を対象に、「枚
方市小中連携事業研究発表会」を開催
し、これまでの小中連携事業の成果等に
ついて発表するとともに、本市のめざす
「小中一貫教育」について、方針を示し
た。併せて、平成 28 年度からの「小中
一貫教育」開始に向け、小中一貫・学力
向上推進チーム会議を設置し、9 回の会
議を開催した。会議では、京都産業大学
教授

西川信廣氏の助言を受けながら、

実施計画等について検討し、準備を進め
た。

Ⅴ

広報・情報発信

◆ホームページ・情報発信の充実
学校園や教育委員会主催の特色ある取り組み
を「枚方市教育フォーラム」などの開催により
広く市民に周知するとともに、ホームページ・
広報・FMひらかたなどを活用し、「教育文化
都市ひらかた」を広く発信します。
また、各学校園の日常の教育活動などを、ホ
ームページに掲載するなど、保護者、市民への
情報発信に努めます。

実績
・平成 27 年 7 月 21 日（火）に枚方市市民
会館大ホールにおいて、市民・保護者・
教職員等（約 880 名参加）を対象に「枚
方市教育フォーラム」を開催し、学校園
や教育委員会の特色ある取り組みなどを
発信するとともに、各学校園の日常の教
育活動などについてもホームページ等で
発信した。

社会教育課
放課後子ども課
文化財課
スポーツ振興課
中央図書館

＜平成 27 年度＞

社会教育部の取り組み実績
Ⅰ

重点施策・事業

実績
・4 月から三季休業時（春・夏・冬休み）

◆社会教育の推進
人が地域で生活する上で必要となる知識や技
術を提供するために、
「社会教育基礎講座」や家
庭教育支援事業として「思春期セミナー」、「子

等の開室時間を 8 時 30 分から 8 時に拡
大した。
・平成 29 年度から小学校第 5 学年まで、
平成 30 年度から小学校第 6 学年までと
段階的に入室対象学年を拡大するため

育て応援・親学習講座」
、父親の家庭教育への参

の施設整備として、枚方留守家庭児童会

加を促すための講座等を開催します。

室の増築、津田南・殿山第一留守家庭児
童会室の建替え、男女別トイレ増築のた
めの実施設計を行った。また、職員の専
門性向上のため、職員研修を実施した。
・閉園する殿山第二・津田幼稚園を留守家
庭児童会室として活用するため、改修工
事を行い、1 月より供用を開始した。
◆歴史文化遺産の保存・活用

子育て応援・親学習講座

実績
・思春期セミナー（9 月）
、社会教育基礎講
座（8・3 月）
、親学習講座（9･11 月）
、父
親の家庭教育参加促進事業（8･3 月）、教

①特別史跡百済寺跡再整備事業
再整備工事に着手し、平成 30 年度の完成を
目指します。平成 27 年度は、敷地造成、排水
設備、下水道設備工事等を行います。また、築
地大垣復元設計を行います。

育講演会（1 月/PTA と共催）、親を考える
セミナー（3 月）を実施し、市民が家庭
や地域で生活する上で必要な基礎的な知
識・技術の提供に努めた。
◆留守家庭児童会室事業
仕事と子育ての両立支援に資するため、平成
27 年４月から三季休業時（春・夏・冬休み）
等の開室時間を拡大するとともに、平成 29 年

特別史跡百済寺跡

度から小学５年生まで、平成 30 年度から小学
６年生までと段階的に入室対象学年を拡大する

実績

ため、必要な施設整備を進め、職員の専門性の

・10 月に再整備工事に着手し、排水施設工

向上を図ります。あわせて、閉園した殿山第二

事、寺域の北から北西にかけて遺構を傷

幼稚園及び津田幼稚園を、平成 28 年度から留
守家庭児童会室として有効活用するための取り
組みを進めます。

め整備の支障となる樹木の伐採及び造成
工事を実施した。また、築地大垣復元の
基本設計作業を進めた。

②楠葉台場跡保存整備事業
楠葉中之芝土地区画整理事業による造成工事
で、史跡の暫定整備が完了することにより、供
用を開始します。また、史跡指定地の公有化を
進めます。

◆スポーツ施設の整備
春日テニスコート（７面）の平成 27 年度中
の供用開始に向けて準備を進めます。
平成２７年４月より、ひらかた東部スタジア
ムの供用を開始し、市民のスポーツ活動を支援
します。

実績
・史跡保存が適切に図られるよう楠葉中之
芝土地区画整理組合と協議を行い、同組
合が暫定整備工事を施工した。また、史
跡指定地の公有化を図った。公有化協議
に時間を要したため、全体の供用開始は
平成 28 年度となった。
◆スポーツ施策の推進
①トップアスリートとのふれあい事業
ひらかた東部スタジアム

トップアスリートとふれあう機会をつくるこ
とで子どもたちの夢を育み、青少年のスポーツ
への関心を高め、夢と魅力あふれるまちづくり
に寄与します。平成 27 年度は陸上競技と野球
のトップアスリートを招聘し、教室を開催しま

実績
・上下水道局春日受水場の受水池上面のテ
ニスコートを社会体育施設と位置づけ、
「春日テニスコート」をリニューアル

す。

し、10 月より供用開始した。

実績
・アテネオリンピックハンマー投代表の室
伏由佳さんのほか日本のトップ講師を招
いてのジュニア陸上競技夢クリニック
（12 月）、元阪神タイガースの桧山進次
郎さんのほかタイガース OB を招いての
ジュニア軟式野球教室（3 月）を開催し

・市営で初めて硬式野球ができる「ひらか
た東部スタジアム」が 4 月より供用開始
した。
・旧国家公務員枚方体育センター跡地のテ
ニスコートを改修した「藤阪東町中央公
園テニスコート」が 4 月より供用開始し
た。

た。
◆地域におけるスポーツ活動の推進
②市民スポーツカーニバル開催事業
市民の体力向上と健康増進を図るため、体育
の日にスポーツ事業を実施します。平成 27 年
度は市民スポーツカーニバルの一環で「見るス
ポーツ、支えるスポーツ」として全国ソフトバ
レー・シルバーフェスティバルを開催します。

実績
・体力測定コーナーや各種体験コーナーを
設け、延べ 1,726 人の参加があった。ま
た、総合体育館で開催した全国ソフトバ
レー・シルバーフェスティバルでは全国
各地から 54 チームの監督・選手並びに大
会役員等約 500 名の参加があった。

地域資源を活かし、身近で手軽にスポーツ
に親しめる環境づくりを進めます。

実績
・市内にスポーツ施設を有する 6 企業の協
力のもとに、提供可能なスポーツ施設を
広く市民に開放する、枚方市民間スポー
ツ施設開放事業を実施し、グラウンド、
テニスコート、体育館 11 施設で延べ
2,975 件の利用があった。

◆生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管
理者制度導入
サービス向上と効率性の観点から、生涯学習

実績
・定例行事のほか、ブックリストを作成配
布した。
「中学生のビブリオバトル」、
「子

市民センターと図書館の複合施設に指定管理者

ども司書連続講座」
「IFLA からの贈り物、

制度を導入します。平成 27 年度は、平成 28

絵本で知る世界の国々展」などを初めて

年 4 月からの 2 施設への先行導入に向けて、所

開催した。また、読み聞かせボランティ

定の手続きを進めます。

ア講座などを開催し、ボランティアの育
成支援に努めた。

実績
・平成 28 年度の蹉跎、牧野の生涯学習市民

③学校図書館支援事業

センターとの複合施設への指定管理者制

小中学校に対して、団体貸出及び配本事業の

度の導入に向け、手続きを進め、平成 28

充実、学校訪問おはなし会の実施等、学校図書

年 4 月からの 2 複合施設（蹉跎・牧野）
の指定管理者を決定し、事業開始に向け、
具体的な作業を行った。

館への学校司書の派遣を行い、学校図書館支援
を強化します。
また、図書館コンピュータシステムの更新に
合わせて、市立図書館と学校図書館のオンライ

◆市民の生涯学習の支援

ン化をめざします。

①第３次グランドビジョンの策定
平成 27 年度で計画期間が終了する市立図書
館第 2 次グランドビジョンに代わる、これから
の市立図書館が目指すべき方向性を示す市立図
書館第３次グランドビジョンを策定します。

実績
・社会教育委員会議に諮り、答申を受けた
後、パブリックコメントを実施し、市民
の意見を聴取した上で、市民にとって
「役に立つ図書館」とするため、次の 4
つの方針を定め、策定した。
① 基礎的な図書館サービスの充実
② 家庭生活及び職業上の課題や地域課題
の解決のための各種支援機能の強化

学校司書によるオリエンテーション

実績
・実践研究校区の 3 校（桜丘中、長尾中、
第四中）へ派遣している学校司書に対
し、学校図書館の運営支援を行うととも

③ 教育的役割を重視した取り組みの推進

に、当該中学校区内の小学校の蔵書分類

④ 魅力的かつ効果的・効率的な運営体制
の構築

を統一するなど蔵書管理についての助
言や、より分りやすいレイアウトへの変
更など図書館環境の整備について支援

②子ども読書活動推進事業

を行った。

乳幼児から小学生を対象としたおはなし会な

・学校への団体貸出図書配送事業について

どのほか、ブックリストの作成・配布や、ビブ

は、平成 26 年度の試行を踏まえて配本

リオバトルなどの開催により、中高生を中心と

校を 14 校から 20 校へ拡大し、4 月から

するヤングアダルト層までの子どもたちが、読

本格実施を開始し、読書活動の支援を行

書に親しみ、
楽しめる環境づくりを推進します。

った。
・平成 28 年 10 月より、市内小中学校 64
校の学校図書館の蔵書データベース化
に向けた取り組み方針を策定した。

◆図書館資料の計画的・系統的な収集
図書・雑誌・オーディオビジュアル資料・電

改革課題

取り組み内容・目標

19.市有財産等の

野外活動センターの本来

子情報等の幅広い情報を計画的・系統的に収集

有効活用

の設置目的である青少年

し、提供します。

④野外活動セン

の健全育成の場として、学

ター活用計画の

校キャンプの計画から実

策定

施までを全面的にサポー

また、
「枚方地域コレクション」の充実と、ホ
ームページを活用した魅力発信により、利用の
促進を図ります。さらに、枚方市が作成した歴

トする「学校キャンプ支援

史関連資料などを電子化して提供することを検

事業」を本格実施する。そ

討します。

の後において、施設利用の
検証を行い、今後の方向性

実績

を示す。

・小説、郷土資料、洋書、大活字本、絵本
等、入門書から専門的な資料まで、幅広
い分野にわたり新しく収集し、提供し
た。内訳は、購入数 36,635 点（一般

実績
・野外活動センターの本来の設置目的である
青少年の健全育成を目的に学校キャンプ支

26,431、児童 10,204）
、寄贈 15,913（一

援事業を実施し、小中学校 26 校が野外活動

般 13,572、児童 2,341）

センターを利用した。また、学校利用促進

・枚方地域コレクションは継続して収集し
た（1,366 点）
。枚方の魅力発信事業と
して、歴史講座≪地名からみた枚方の歴
史≫を開催した（47 名参加）
。
・ホームページを活用しての魅力発信や枚
方市が作成した歴史関連資料の電子化
については、平成 28 年度実施に向けて
情報収集に取り組んだ。

のための、PR 活動も行った。
改革課題

取り組み内容・目標

27.市内スポーツ

スポーツ施設の管理運営

施設の管理運営

体制一元化に向け諸課題

体制の一元化

の整理を行う。

実績
・市長部局が管理するスポーツ施設との相互
課題や、指定管理の評価項目の確認、所見
についての意見交換を行い情報共有を進め

Ⅱ

行政改革・業務改善

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞
改革課題

取り組み内容・目標

19.市有財産等の

施設整備等の準備を進め、

た。
改革課題

取り組み内容・目標

28．生涯学習施設

平成 28 年 4 月からの 2

と図書館の効率

複合施設（蹉跎・牧野）へ

的な管理運営

の指定管理者制度の先行

有効活用

留守家庭児童会室（殿山第

導入に向けて、所定の手続

③.閉園幼稚園施

二・津田）は、平成 28 年

きを進める。

設の活用

4 月の開室をめざす。

実績
・閉園する殿山第二・津田幼稚園を留守家庭児
童会室として活用するため、改修工事を行
い、1 月より供用を開始した。

実績
・平成 28 年度の蹉跎、牧野の生涯学習市民セ
ンターとの複合施設への指定管理者制度の
導入に向け、手続きを進めた。
・平成 28 年 4 月からの 2 複合施設の指定管理
者を決定し、事業開始に向けての具体的な作
業を行った。その導入状況を検証して、平成
30 年度の 6 施設（蹉跎・牧野・楠葉・菅原・
御殿山・津田）への指定管理者制度導入につ
なげる方針を定めた。

＜改革・改善サイクルに係る対応＞

改革課題

取り組み内容・目標

29.外郭団体等に

（公財）枚方市文化財研究

事務事業

取り組み内容・目標

おける中期的な

調査会に対しては、「経営

各種スポーツ大会

市民の体力向上、健康増進

「経営プラン」

プラン」を策定するようは

等開催事業

とスポーツ活動の活性化

の策定

たらきかけるとともに、行

を図るため、総合体育大会

政との役割分担など、課題

を実施する。ラグビーカー

解決に向けて検討する。

ニバル及びレクリエーシ

（公財）枚方体育協会が策

ョン事業については、より

定した「経営プラン」（H

多くの市民が気軽にスポ

24～H28）の検証を踏ま

ーツに親しむ機会となる

え、次期策定に向けて体育

よう、事業内容の充実を図

協会への働きかけを行う。

る。

実績

実績

・（公財）枚方市文化財研究調査会と行政との

・総合体育大会等の各種競技大会を開催し、延

役割分担などの課題解決に向け検討中のた

べ 23,199 人の参加があった。また、レクリ

め「経営プラン」策定には至らなかった。本

エーション事業については、延べ 157 人、ラ

市文化財行政の再編の中で団体のあり方を

グビーカーニバルには 462 人の参加があっ

検討したうえで、「経営プラン」策定をはた

た。

らきかける。
改革課題

取り組み内容・目標

44.施設の使用料

市立学校園施設開放事業

事務事業

取り組み内容・目標

民間スポーツ施設

民間スポーツ施設等開放

等開放補助事業

補助事業については事業

の見直し

と市立小中学校体育施設

のあり方を見直し、平成

③市立学校園の

開放事業との整理・調整及

27 年度から市の委託事業

施設開放事業

び電気使用料等の実費相

として民間スポーツ施設

当額の負担について具体

開放を実施する。

化に向けた検討を進める。

実績
・平成 26 年度に取りまとめた「使用目的や使
用対象施設による区分の整理・明確化」、
「実
費相当額の徴収方策等」の方向性について、
協議・検討を行った。

実績
・民間スポーツ施設等開放補助事業については
事業のあり方を見直し、市の委託事業として
民間スポーツ施設開放事業を開始した。
＜業務改善のテーマ・目標＞
テーマ

取り組み内容・目標

改革課題

取り組み内容・目標

市民対応における

市民等からの社会教育分

47.留守家庭児童

債権回収課との連携、口座

市民満足度の向上

野における専門的な問合

会室保育料の収

振替の勧奨、コンビニ収納

せに対し、各分野において

入対策

の導入などにより徴収率

所属職員が同じレベルで

の向上を図る

対応できるよう引き続き
知識や情報の共有化を図

実績

る。

・口座振替の利用促進等に取り組んだ結果、留
守家庭児童会室保育料についてはコンビニ
収納を導入した平成 25 年度から引き続き
95％を超える徴収率を継続できた。
・債権回収課との連携については、引き続き検
討していく。

実績
・専門的な問い合わせ内容とその回答について
情報共有を行うことで、所属職員が同じレベ
ルで対応できるようにし、また全体のレベル
アップを図った。

◆職員一人ひとりが普段から市民目線に立った

テーマ

取り組み内容・目標

省エネ意識の向上

普段から自ら省エネを意

事務改善を意識し、時間外勤務の縮減など、

識し、事業やイベントにお

より一層効果的・効率的な事務執行に務めま

いても省エネ行動を励行

す。

するとともに、所属職員が

実績
・「ノー残業デー実施シート」を活用したノ
実績
ー残業デーの推進を図り、
事務の適正な執
行管理に努めた。

省エネ行動を励行するよ
う注意を促す。

実績
・日常の業務で省エネを意識するだけでなく、
イベントにおいても、無駄な照明の消灯、資
料作成の際の、適正数を見極め、無駄な印刷

Ⅴ

広報・情報発信

をしない。
・枚数が多いときは印刷機を利用する等、省エ
ネ行動を励行した。

◆ホームページの充実
わかりやすい表現、事業決定後の迅速な掲載
を心がけるなど、社会教育部関係の事業を効果

Ⅲ

予算編成・執行

的にＰＲします。また、開催結果や参加者の感
想などをタイムリーに伝え、ホームページの魅

◆文化財保存事業に国庫補助金の活用を図りま
す。
（５件

力アップを図ります。

5９１１万３千円）

実績
・文化財保存事業に国庫補助金の活用を図
った。
（5 件 2,429 万 4 千円）
なお、補助金の減額の要因は特別史跡百

実績
・ホームページの掲載は迅速に掲載を図り、
また、項目の分類を統一するなど、情報を
探しやすくするなどの工夫を行った。

済寺跡再整備事業の工期延期による。

Ⅳ

組織運営・人材育成

◆効果的な事業ＰＲ
広報やホームページだけでなく、対象を意識
した適切な媒体の活用や他の市主催事業など

◆文化財行政やスポーツ行政、図書館行政など

様々な場面を通じて、さらなる事業宣伝活動を

様々な分野を担当する社会教育部において、

行います。また、マスコミへの情報提供を積極

各分野の職員が日常業務を通じて、担当する

的に行い、
「教育文化都市ひらかた」を広く発信

分野の専門的な知識や技術の習得を行い、資

していきます。

質の向上を図ります。また、質の高い市民サ
ービスを提供するため、職員研修を実施する
など人材育成に努めます。

実績
 留守家庭児童会室職員の専門性向上のた
め、年 10 回の職員研修を実施した。
 10 月に重要文化財建造物管理実務研修
会、11 月に文化財等防災ネットワーク研
修に参加し、12 月に資料館関係職員に報
告会を行った。

実績
・留守家庭児童会室の職員確保に向けて、
民間求人紙も活用した。
・3 月 2 日に延べ入館者数が 30 万人を達成
した旧田中家鋳物民俗資料館での記念品
の贈呈の様子をマスコミが報道し、資料
館の魅力を広く発信した。

