平成 29 年度

管理部

重点施策・事業の進捗状況

（１）学校園の安全対策
目標

取り
組み

小学校の校門の適正な管理と来校者の受付・確認を行うことにより不審者の侵入を防
止するとともに、地域に開かれた学校としての管理運営体制を確保します。
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子機付きインターホン
等の活用に加え、人的配置を行い、児童の安全確保を図ります。
平成 29 年度当初予算：32,085 千円

9 月末の
進捗状況
【〇】

児童の安全・安心な学習環境の確保を行うために、監視カメラ等機器などの
修繕等を必要に応じて行っている。特に、来校者の多い時間帯や児童の下校
時間帯等では、機器の活用だけではなく安全監視員などを配置し、人の目に
よる監視を行い、子どもの安全を確保する環境を維持している。

（２）小中学校教育用 ICT 機器等の整備
目標

子どもたちの主体的・協働的な学びを進め、情報活用能力をさらに育むため、より効
果的な教育用 ICT 機器の整備を推進します。
小中学校のコンピュータ教室機器等の更新に合わせ、タブレット型パソコンを計画的

取り
組み

に整備するとともに、専用サーバ設置や授業支援ソフトウェアなどの整備、教員の授
業における ICT 活用を推進するため人的サポート体制も新たに整えます。また、第 1
次避難所に無線でインターネットに接続できる Wi-Fi 環境を整備します。
平成 29 年度当初予算：150,373 千円

平成 29 年 9 月に、小学校 30 校及び先行実施の中学校 2 校に各校 45 台ずつタ
9 月末の
進捗状況
【〇】

ブレット型パソコンを導入した。これによって、全ての小学校にタブレット
型パソコンの整備を行うことができた。業者委託の ICT サポート員が授業の
サポートを行う環境作りを行った。また、ICT サポート員を統括する ICT 支援
員を 2 名採用し、学校巡回等を随時行っている。1 次避難所における Wi-Fi 環
境整備については、現在、契約に向け仕様書等の作成を行っている。

（３）学校規模等の適正化の推進
将来の児童生徒数を見通した市立小中学校の規模や配置等の適正化を進めるため、昨
目標

年度実施したパブリックコメントを取りまとめ、学校規模等適正化基本方針を改定し、
学校統合等に向けた取り組みを進めます。

取り

学校規模等適正化基本方針を改定し、高陵小学校と中宮北小学校の統合について保護

組み

者等に対する説明会等を実施し、適正化の具体的な取り組みを進めます。

9 月末の
進捗状況
【〇】

パブリックコメントを取りまとめし、平成 29 年 6 月 26 日、教育委員会定例
会において、学校規模等適正化基本方針を改定した。
当基本方針に基づき、現在、説明会など高陵小と中宮北小の学校統合に向け
て取り組みを進めている。

（４）枚方市学校施設整備計画における長寿命化改修事業
設計業務：香里小（平成 27～平成 29 年度）・第一中（平成 28～平成 30 年度）
桜丘小（平成 28～平成 29 年度）・津田中（平成 29～平成 31 年度）
目標

樟葉小（平成 29～平成 31 年度）
仮設校舎建設：香里小、桜丘小
枚方市学校施設整備計画（第 1 期実施計画（後期）平成 33～平成 38 年度）
」の策定
「枚方市学校施設整備計画（第 1 期実施計画（前期）平成 27～平成 32 年度）
」に基づ
き、
「学校整備ワーキングチーム」での協議・検討を行った上で、「市有建築物保全計
画」や「学校トイレ改善事業」などと整合しながら、財政負担の平準化とコスト縮減

取り

を図りつつ、計画的により良い教育環境の整備に努めます。また、平成 33 年度から実

組み

施予定の「枚方市学校施設整備計画（第 1 期実施計画（後期）平成 33～平成 38 年度）
」
の策定に向け対象校などの選定に係る検討を行い、また、公共施設等総合管理計画に
基づく個別施設計画の策定に向けての検討を行います。
平成 29 年度当初予算：83,480 千円

設計業務：香里小・桜丘小・第一中については設計している。津田中・樟葉
9 月末の
進捗状況
【〇】

小については、設計委託発注の準備をしている。
仮設校舎建設：香里小・桜丘小については、契約締結し建設の準備をしてい
る。
枚方市学校施設整備計画：第 1 期実施計画（後期）については、策定に向け
て現在作業を進めている。

（５）少人数教室等整備事業
目標

枚方小学校・津田南小学校において少人数教室等整備工事を実施します。
枚方小学校については、平成 30 年度から児童数の増加により教室が不足する過密校に
なると予測していることから、少人数教室 2 室と多目的教室 1 室、相談室 1 室を整備
します。また、併せて管理棟西側の屋根増設等の整備を行い、集中下足室を設置しま
す。

取り
組み

また、津田南小学校においても、平成 30 年度から児童数の増加により教室が不足する
ことから、新たに少人数教室 2 教室とコンピュータ教室 1 室を整備します。また、児
童の増加に伴い留守家庭児童会室においても保育室が不足することから、上記のコン
ピュータ教室を増床することで対応します。
なお、津田南小学校における教室の整備については、平成 34 年度に児童数が減少する
ことから、リース方式（5 年間）により整備を行います。
平成 29 年度当初予算：130,000 千円（枚方小学校）
、18,062 千円（津田南小学校）

9 月末の

少人数教室等整備工事：枚方小学校・津田南小学校については、現在、工事

進捗状況

を進めている。

【〇】

（６）学校トイレ改善事業
管理棟：小学校 9 校（山之上小、牧野小、春日小、菅原小、香陽小、殿山第一小、枚
目標

方第二小、中宮小、樟葉南小）中学校 2 校（枚方中、中宮中）
教室棟：小学校 2 校（菅原小、氷室小）
各棟 1 系列のトイレ改造工事を行います。
児童・生徒が安心して学校生活が送れるよう、
「明るさ、清潔さ、使いやすさ、省エネ
対策、コスト対策」を考慮し、学校トイレ改修における基本方針を策定し、ドライ方
式による洋式トイレへの全面改造や多目的トイレの設置など、
「枚方市学校施設整備計
画」や「市有建築物保全計画」との整合性を図りながら、トイレの改造工事を行い、

取り
組み

老朽化したトイレの機能の充実を図ります。
また、改修工事などの「ハード面」において快適になったトイレを継続して維持する
ために、使用方法や児童・生徒による日常清掃など「ソフト面」におけるトイレの環
境整備について、教職員及び学校校務員を対象とした「学校トイレセミナー」を昨年
度開催しましたが、引き続き「ソフト面」での管理・運営方法の周知に努めていきま
す。
平成 29 年度当初予算：492,000 千円

小学校 6 校（山之上、牧野、春日、殿山第一、中宮、樟葉南）中学校 2 校（枚
9 月末の
進捗状況
【〇】

方、中宮）の管理棟及び小学校 1 校（氷室）の教室棟トイレ改造については
完成した。
小学校 2 校（菅原、枚方第二）の管理棟トイレ及び小学校 1 校（菅原）教室
棟トイレについては 10 月中旬完成予定である。
香陽小学校管理棟トイレについては下半期工事予定で事業を進めている。

（７）学校給食の充実
中学校給食：選択制では今年度の目標喫食率 40％の確保をめざします。
目標

全員喫食の実現に向けた方向性を取りまとめます。
小学校給食：調理場の老朽化対策として、効率的・効果的な整備を進めます。
中学校給食について、選択制では目標喫食率確保に向けた取り組みを進めます。全員
喫食の実現に向けては、実施手法や財源確保などの検討を進め、今後の方向性をまと

取り
組み

めます。
また、学校給食を安定的に提供できるよう、第三学校給食共同調理場の老朽化に伴う
代替施設として既存の単独調理場 6 カ所の改築や長寿命化改修等に取り組むととも
に、老朽化した香里小学校単独調理場の長寿命化改修を進めます。
平成 29 年度当初予算：28,368 千円

中学校給食については、各中学校や PTA と連携した取り組みや市制施行 70 周
年記念事業「中学校 みんなで和食給食の日」の実施等、目標喫食率確保に
向けた取り組みを進めている。
9 月末の

全員喫食の実現に向けては、民間調理事業者の意向調査を行い、参入意向の

進捗状況

あった事業者を対象に、聞き取り及び現地調査を実施し、調査・研究を行っ

【○】

た。
第三学校給食共同調理場老朽化対策事業の対象の 6 カ所の単独調理場の改
築・長寿命化改修及び香里小学校単独調理場の長寿命化改修については、い
ずれも基本・実施設計を進めている。

