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平成３０年度 教育に関する事務の点検及び評価 

 

１．点検及び評価の趣旨 

 

「教育に関する事務の点検及び評価」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、効

果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすため、教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について、学識経験者の知見を活用し点検及び評価を行ったのでその結果を報告するもの

です。 

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任さ

れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等に委任され

た事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に

関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。 

 

 

 

２．点検及び評価の方法  

 

（１）点検及び評価の対象  

教育委員会の会議等の開催や活動状況等の確認を行うとともに、本市教育委員会が掲げる教育目

標「学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来をひらく」を達成するための10の基本方策、基本

方策を具体化する主要事業について、点検及び評価を行いました。 

 

（２）点検及び評価の報告書の見直しについて 

   前年度の点検評価員会議及び市議会でのご意見を受け、市民にわかりやすい報告書となるよう様

式の変更や評価基準の明確化などの見直しを行いました。 

＜見直し点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基本方策と主要事業を一体にした様式に変更 

・専門的な用語を省略し要点を集約した簡潔な表現に修正 

・事業目標、計画概要など５つの評価項目を概要と実績の２つの評価項目に精査 

・事業の目標値と実績値で算出した達成割合を評価基準として設定 
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（３）点検及び評価手順  

平成 29年度の点検及び評価は、次の手順で実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．評価結果（教育委員会の自己点検評価） 

 

（１）評価結果 

平成 29年度の主要事業を下表（３）の評価基準により点検評価を行った結果は次のとおりです。 

評  価 平成 29年度主要事業 

達成 ３４ 件  

概ね達成 ３０ 件  

未達成だがその方向に進んでいる ２ 件  

未達成 ０ 件  

合  計 ６６ 件  

（主要事業ごとの評価は、Ｐ６～Ｐ48に掲載） 

 

（２）評価結果の内訳 

基本方策 主要事業 評価 

基本方策１ ① 小中一貫教育推進事業 概ね達成 

② 学校園活性化事業 達成 

③ 枚方市少人数学級充実事業 概ね達成 

④ 学校ＩＣＴ機器等整備業務 達成 

⑤ 多文化共生教育研究事業 概ね達成 

⑥ 英語教育推進事業 概ね達成 

⑦ 読書活動推進事業 概ね達成 

⑧ 進路指導等事務 概ね達成 

 ⑨ 放課後自習教室事業 達成 

前年度の市議会や学識経験者による指摘や意見に基づく改善 

教育委員会による自己点検評価の実施 

学識経験者の知見の活用（点検評価員会議） 

報告書の作成・議会への提出、公表 
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基本方策 主要事業 評価 

基本方策２ ① 小中一貫教育推進事業【再掲】 － 

① 学校園活性化事業【再掲】 － 

① 学校園健康管理事業 達成 

① 健康診断事業 概ね達成 

① 人権教育推進研究事業 達成 

② 学校給食における地元農産物利用促進事業 達成 

③ 食物アレルギー対応推進事業 達成 

④ 文化財啓発普及事業 達成 

⑤ 野外活動センター維持管理事業 概ね達成 

⑤ 社会体育施設利用促進事業 概ね達成 

⑥ 部活動指導協力者派遣事業 概ね達成 

⑦ 学校支援社会人等指導者活用事業 概ね達成 

基本方策３ ① 枚方市教職員育成事業 概ね達成 

② 授業の達人養成事業 概ね達成 

② 学校園活性化事業【再掲】 － 

基本方策４ ① 支援教育推進事業 達成 

① 通学困難児童・生徒通学等タクシー支援事業 達成 

② 枚方市教職員育成事業【再掲】 － 

基本方策５ ① 幼稚園保護者支援充実事業 達成 

基本方策６ ① 小中一貫教育推進事業【再掲】 － 

基本方策７ ① 学校園警備事業 概ね達成 

② 通学路等安全対策事業 概ね達成 

③ 「心の教室相談員」配置事業 概ね達成 

③ スクールアドバイザー派遣事業 達成 

③ スクールカウンセラー配置事業 達成 

③ 教育相談事業 達成 

④ 枚方市生徒指導充実事業 
未達成だがその方向に

進んでいる 

⑤ いじめ問題対策事業 概ね達成 

⑥ 不登校児童・生徒支援事業 概ね達成 

⑥ 適応指導教室事業 
未達成だがその方向に

進んでいる 

⑦ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業 概ね達成 

基本方策８ ① 学校園施設維持補修事業 概ね達成 

① 学校施設整備事業 概ね達成 

② 学校規模等適正化事業 達成 

③ 学校ＩＣＴ機器等整備業務【再掲】 － 

④ 校務用ＩＣＴ機器等管理運営業務 達成 

④ 校務の情報化推進事業 達成 

⑤ 学校給食事業 概ね達成 

⑤ 中学校給食充実事業 概ね達成 

⑥ 第三学校給食共同調理場の老朽化対策事業 達成 
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基本方策 主要事業 評価 

基本方策９ ① 社会教育活動推進事業 達成 

② 図書館資料購入事務 達成 

③ 香里ケ丘図書館建替事業 達成 

④ 分館・分室巡回業務 達成 

⑤ コンピュータシステム運営事業 概ね達成 

⑥ 中央図書館運営事業 概ね達成 

⑥ 読書活動推進事業【再掲】 － 

基本方策 10 ① 社会体育施設利用促進事業【再掲】 － 

② 文化財啓発普及事業【再掲】 － 

③ 文化財保護管理事業 達成 

③ 市指定文化財補助事業 達成 

④ 特別史跡百済寺跡再整備事業 達成 

⑤ 市史編さん年報発行事務 概ね達成 

⑥ 枚方宿鍵屋資料館維持管理事業 概ね達成 

⑥ 旧田中家鋳物民俗資料館維持管理事業 達成 

⑦ 市民スポーツカーニバル開催事業 概ね達成 

⑦ 各種スポーツ大会等開催事業 達成 

⑧ サプリ村野スポーツセンター維持管理事業 達成 

⑧ 伊加賀スポーツセンター維持管理事業 概ね達成 

⑧ 渚市民体育館維持管理事業 達成 

⑧ 総合スポーツセンター維持管理事業 達成 

⑧ 東部公園整備事業(スポーツ振興課） 達成 

⑧ スポーツ振興課所管体育施設維持管理事業 達成 

⑨ スポーツ推進事業 概ね達成 

その他の 

主要事業 

１ 児童の放課後対策事業 達成 

２ 留守家庭児童会室整備事業 達成 

 

 

（３）評価基準 

評  価 
達成割合 

（実績／目標） 
内 容 

達成 100％以上 
・事業が完了した場合 

・指標の目標値を実績値が上回った場合 

概ね達成 
80以上 

100％未満 
・指標の目標値と実績値が概ね同様の場合 

未達成だがその方向に 

進んでいる 

50以上 

80％未満 
・課題があり、指標の目標値より実績値がやや低い場合 

未達成 50％未満 ・課題が多く、指標の目標値より実績値が低い場合 
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４．学識経験者の知見の活用 
 

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用については、教育委員会自らが行った点検及び評価の

結果について、次の学識経験者３人を点検評価員として委嘱し、指摘や意見をいただきました。 

 

 

 

 

 

＜点検評価員会議＞ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条に基づき、枚方市教育委員会が行った事務の管理

及び執行の状況についての自己点検及び評価に対する意見をいただくため、３回の会議を開催しまし

た。 

点検評価員会議 開 催 日 案 件 名 

第１回 平成 30年７月 12日 １．委員長の選任について 

２．会議の運営について 

３．教育に関する事務の点検及び評価報告書（平成 29年度事

業分）（案）について 

４．まとめ 

第２回 平成 30年７月 18日 １．教育に関する事務の点検及び評価報告書（平成 29年度事

業分）（案）について 

２．まとめ 

３．点検評価員会議としての総評について 

第３回 平成 30年７月 27日 １．教育に関する事務の点検及び評価報告書の見直し内容に

ついて 

２．点検評価員会議における改善意見への対応について 

３．点検検評価員会議としての基本方策ごとの意見について 

４．点検評価員会議としての総評について 

５．教育に関する事務の点検及び評価報告書について 

 

５．点検評価員会議としての総評 

 

 

 委員長 和田 良彦（大阪教育大学 副学長） 

 委 員 浦嶋 敏之（関西外国語大学 教授） 

 委 員  谷  友博（税理士） 

 

本点検評価員会議は、枚方市教育委員会の「教育に関する事務の点検及び評価」の結果について「適

正」とする。以下に、その理由を述べる。 

 

本会議では、点検及び評価を行うにあたり、平成 28年に策定した教育振興基本計画の基本方策に基

づく主要事業の各項目及び教育委員会の活動の概要について、ヒアリング等を行った。 

その結果、平成 29年度主要事業については、全体として、継続的かつ課題に対応した幅広い事業の

展開がなされていること、着実に取り組みを進め、実績について適切に自己点検評価がなされているこ

と、また、内容も充実が図られていることが確認できたことから、これらの取り組みについて「適正」

と判断した。 

なお、点検及び評価については、前年までの改善内容を踏まえ、様式の変更を行ったことにより、枚

方市の教育の現状について、より市民に分かりやすいものになったと考える。 

今後は、指標の経年比較や他市との比較、グラフなどの図表を用いる等の見直しを行い、よりわかり

やすいものとなるよう検討いただきたい。 
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６．平成 29年度の枚方市教育振興基本計画における事業の点検評価 

 

基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 

知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を育み、将来の社会を担う人材を育成するためには、子どもの学

習意欲を向上させるとともに、基礎的な学力や自ら学び考える力を伸ばしていくことが求められています。 

中学校区で共通の９年間を見通した教育課程の編成、小・中学校の円滑な接続など、「小中一貫教育」を

推進する①ことで、教職員の指導力や学校力の向上を図り、子どもたちの確かな学力と自立を育みます②。 

また、小学校において本市独自の少人数学級編制を実施し③、よりきめ細かな指導を実践するとともに、グ

ループ学習やＩＣＴの活用等による協働型・双方向型の授業を推進します④。 

さらに、諸外国の文化や習慣等について理解を深める国際理解教育を推進し⑤、国際化に対応した英語によ

るコミュニケーション能力を育成する⑥とともに、学校図書館の活用による言語能力の育成⑦や、労働・職業

について学び、自らの生き方を考えるキャリア教育を推進します⑧。 

以上を効果的に進めることを土台として、今後、新しい時代を生きる上で必要な資質・能力を確実に育む

ため、学習指導要領の改訂を見据え、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習をさらに充実さ

せるなど、子どもたちの「自立」「協働」「創造」する力を育む新しい教育に向けた取り組みを進めます①⑨。 

 

主要事業の状況 

① 小中一貫教育推進事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
46,490 

○学力向上の取り組み 

◆義務教育９年間を見通した学力向上

の取り組みを推進するため、全中学校

区に「小中一貫・学力向上推進コーデ

ィネーター」を核とした組織体制を確

立し、「授業改善」及び「家庭学習の

定着」に向けた取り組みの充実を図

る。また、全国学力・学習状況調査結

果を分析・活用した学力向上プランを

作成し、児童・生徒の学力向上に取り

組むとともに、小・中学校における学

年会や教科会、学力向上委員会を定期

的に開催することで、授業研究や教

材・教具等の充実を図り、教職員の授

業力向上と授業改善に努める。 

 

○指導体制の充実 

◆子どもたちの「確かな学び」と「自立

の力」を育み、グローバル時代をたく

ましく生きぬく子どもを育成するた

め、小学校第５・６学年において、一

部教科担任制や習熟度別指導・ティー

ムティーチング等の少人数指導、中学

校では、教科担任制や少人数指導な

ど、児童・生徒の発達段階に応じた指

導体制の充実を図る。 

 

○体力向上の取り組み 

◆「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」の結果等を分析・活用し作成した

体力向上推進計画に基づき、各学校の

児童･生徒の実態に合わせた取り組み

を授業時間や休憩時間等、学校の教育

○学力向上の取り組み 

◆全中学校区に学力向上に特化したコ

ーディネーターを配置するとともに、

学力向上委員会や教科会、学年会など

校内組織体制の充実を図りながら、授

業改善や家庭学習の定着など学力向

上に向けた取り組みを推進した。ま

た、全国学力・学習状況調査について、

問題分析・自校採点及び調査結果の比

較・分析を行い、教職員の意識を高め

るとともに、保護者に学力状況をわか

りやすく公表することで家庭と連携

した学習習慣の確立に努めた。 

 

 

 

○指導体制の充実 

◆小学校第５・６学年において、外国語

活動、または体育、理科について一部

教科担任制を実施した。また、全小・

中学校において、子どもの理解度に応

じた学習指導を行うため、習熟度別指

導、少人数指導を実施するなど、児

童・生徒の発達段階に応じて指導体制

の充実を図った。 

 

 

○体力向上の取り組み 

◆体力向上研究モデル校において、児

童・生徒体力・運動能力調査を対象学

年以外に拡大して実施した。また、夏

休み期間中に、枚方市水泳進級表等を

活用した「水泳教室」を小学校44校に

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

全国学力・学習状況調査

における学力調査の平均

正答率 

（目標値の根拠） 

全国平均以上 

実績値 

（％） 

［小学校］ 

国語Ａ：73.00 

国語Ｂ：56.00 

算数Ａ：79.00 

算数Ｂ：46.00 

［中学校］ 

国語Ａ：78.00 

国語Ｂ：73.00 

数学Ａ：67.00 

数学Ｂ：50.00 

目標値 

（％） 

［小学校］ 

国語Ａ：74.80 

国語Ｂ：57.50 

算数Ａ：78.60 

算数Ｂ：45.90 

［中学校］ 

国語Ａ：77.40 

国語Ｂ：72.20 

数学Ａ：64.60 

数学Ｂ：48.10 
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活動全体で推進する。 

 

○コミュニティ・スクール 

◆校区コミュニティ協議会や学校と連

携を図りながら、枚方市におけるコミ

ュニティ・スクールのあり方について

検討を進める。 

 

 

おいて実施した。 

 

○コミュニティ・スクール 

◆「コミュニティ・スクール検討会」を

設置し、校長の学校運営を支援する枚

方市におけるコミュニティ・スクール

のあり方について検討した。 

 検討結果を踏まえ、平成 30 年度から

コミュニティ・スクール推進事業を実

施する。 

達成割合 

（％） 

［小学校］ 

国語Ａ：97.60 

国語Ｂ：97.40 

算数Ａ：100.50 

算数Ｂ：100.20 

［中学校］ 

国語Ａ：100.80 

国語Ｂ：101.10 

数学Ａ：103.70 

数学Ｂ：104.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

② 学校園活性化事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
40,180 ◆全学校園を学校園活性化推進校園と

して指定し、教育課題の解決や教職員

の資質向上を図るため、校（園）内研

修の充実を進めるとともに、年１回以

上教職員対象の公開授業を実施し、授

業改善の取り組みを推進する。また、

菊ひらかた・菊咲かそう体験事業や、

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

マに思いを伝えるコンクールの教育

委員会が主体となる事業を実施する。 

◆全学校園において、教育課題の解決や

教職員の資質向上に向けて、教育活動

の活性化、公開授業の実施、校内・園

内研修の充実等の取り組みを行った。

また、全学校園で菊ひらかた・菊咲か

そう体験事業を取り組むとともに、教

育委員会主催事業として、６月に小学

校合同音楽会、10 月に小学生陸上競

技大会、11月に小学生駅伝競走大会、

１月に漢字をテーマに思いを伝える

作文コンクールを実施した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

全国学力・学習状況調査

の質問紙調査において

「授業の中で、目標（め

あて・ねらい）が示され

ている」と回答をした児

童・生徒の肯定的な回答

の割合 

（目標値の根拠） 

全国平均以上 

実績値 

（％） 

小：92.40 

中：89.50 

目標値 

（％） 

小：88.20 

中：87.80 

達成割合 

（％） 

小：104.70 

中：101.90 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

③ 枚方市少人数学級充実事業 担当課 教職員課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
213,218 

◆府内の公立小学校では、小学校第１学

年及び第２学年で、１学級 35 人以下

の少人数学級編制が実施されている

が、本市では、支援学級在籍児童数を

含んで１学級 35 人以下とする市独自

の少人数学級編制を第４学年まで実

施するため、学級数が増える学校に対

して市費負担任期付教員を採用し配

置する。 

◆支援学級在籍児童を含めて 35 人以下

とする本市独自の少人数学級編制を

小学校第４学年まで拡充して実施す

るため、市費負担任期付教員の採用・

配置などに取り組み、平成 27 年度か

ら第４学年までを対象として実施し

た。 
実績値 

及び 

目標値 

の説明 

①アンケート調査におい

て、児童の生活面及び学習

面で効果があったと回答

した保護者の割合 

②アンケート調査におい

て肯定的評価をしている

保護者の割合 

Ａ：児童の様子 

Ｂ：教員の対応 

（目標値の根拠） 

保護者の満足度 100％ 
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実績値 

（％） 

①98.00 

②Ａ：90.00 

  Ｂ：88.00 

目標値 

（％） 

①100.00 

②Ａ：100.00 

 Ｂ：100.00 

達成割合 

（％） 
92.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

④ 学校ＩＣＴ機器等整備業務 担当課 教育政策課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
148,761 

◆全小・中学校の授業用コンピュータ機

器等の維持・管理を行う。 

◆ウイルス対策ソフトやフィルタリン

グソフトを適正に更新し、情報セキュ

リティの確保を図る。 

◆平成 31 年度に更新を予定している授

業用コンピュータについて、仕様の検

討及び作成を行う。 

◆平成 29年９月から、小学校 30校、中

学校２校に授業用タブレット型パソ

コンを各校 45 台整備した。これによ

り、全小学校において、タブレット型

パソコンの整備が完了した。 

◆タブレット型パソコンを導入した学

校へ、無線ＬＡＮ機器の整備を行っ

た。 

◆平成 30 年３月、第一次避難所に指定

されている全小学校 45 校と中学校１

校の体育館において、無線アクセスポ

イントを設置した。これにより、避難

所の運営時、災害用公衆無線ＬＡＮを

利用することができ、また通常時は、

体育館に常設されている無線アクセ

スポイントで授業用タブレット型パ

ソコンを利用することが可能となり、

活用の幅が増えた。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

授業用コンピュータ１台

あたりの児童・生徒数 

（目標値の根拠） 

実行計画に基づく平成 29

年度目標値 

実績値 

（人/台） 
9.1 

目標値 

（人/台） 
9.1 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 29年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

 

⑤ 多文化共生教育研究事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
867 

◆学校園における在日外国人教育・国際

理解教育の推進を図るため、枚方市多

文化共生教育研究会において研究事

業（異文化交流講演会、学習会、機関

紙発行等）に取り組む。 

◆学校園における在日外国人教育・国際

理解教育について、講演会・学習会等、

様々な研究を通しての推進を図った。 

・研究委員会（講演会、学習会）（年６

回実施） 

・サマースクール（７月枚方市野外活動

センターにて実施） 

・北河内多言語進路ガイダンス（10 月

北河内各市在日外国人教育研究協議

会との共催） 

・枚方市多文化フェスティバル（10月） 

・多文化冬の集い（２月川越小学校にて

実施） 

・研究推進活動（機関誌、集録発行） 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

年６回開催する講演会・

学習会に参加する教職員

の延べ人数 

（目標値の根拠） 

前年度実績 

実績値 

（人） 
316 

目標値 

（人） 
345 

達成割合 

（％） 
91.59 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑥ 英語教育推進事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
126,114 

◆全中学校に各校１人の外国人英語教

育指導助手（ＮＥＴ）、全小学校に日

本人英語教育指導助手（ＪＴＥ）を配

置し、「読む」「書く」「聞く」「話す」

力をバランスよく育む授業の実践と、

児童・生徒の英語学習への意欲を高め

る取り組みを実施する。 

 

◆英語を使った体験的な学習を通して、

英語によるコミュニケーション能力

の育成を図るため、全中学校に各校１

名の外国人英語教育指導助手（ＮＥ

Ｔ）を、全小学校に日本人英語教育指

導助手（ＪＴＥ）を配置し、「読む」

「書く」「聞く」「話す」力をバランス

よく育む授業を実施した。また、外国

人と身近に直接コミュニケーション

する体験を通して、児童の外国語に対

する意欲・関心・態度を高める取り組

みを小学校12校で実施した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

アンケート調査において、

「英語の授業が楽しい」と

答えた児童・生徒の割合 

（目標値の根拠） 

児童・生徒の満足度 100％ 

実績値 

（％） 
87.20 

目標値 

（％） 
100.00 

達成割合 

（％） 
87.20 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑦ 読書活動推進事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
45,540 

◆読書活動を推進し、児童・生徒の言語

能力を育むため、10 中学校区を実践

研究校区として学校司書を配置する

とともに、司書教諭と連携しながら、

義務教育９年間を見通した読書活動

の充実を図る。 

 

◆子どもたちの読書活動を推進し、授業

において課題解決や探究活動に取り

組む力を育むため、市内の 10 中学校

区に学校司書を配置し、市立図書館と

連携しながら、学校図書館の開館時間

の拡大、調べ学習など授業における図

書の活用など、学校図書館の環境整

備・有効活用に取り組んだ。 

 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

全国学力・学習状況調査の

質問紙調査において学校

の授業時間以外に読書を

「10分以上」する児童・生

徒の割合 

（目標値の根拠） 

全国平均以上 

実績値 

（％） 

小：60.50 

中：46.80 

目標値 

（％） 

小：63.30 

中：51.40 

達成割合 

（％） 

小：95.50 

中：91.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 第２次枚方市子ども読書活動推進計画 
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⑧ 進路指導等事務 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
4,356 

◆進学意欲を有しながら、経済的な理由

により修学が困難な支援を要する生

徒・保護者に対して、家庭状況に見合

った相談や個々の課題等に対応した

サポートを行い、積極的に自己の進路

を考え、将来に展望が持てるよう支援

するため、進路選択支援事業を実施す

る。なお、事業は、特定非営利活動法

人枚方人権まちづくり協会に委託し、

奨学金等に関する相談や情報提供を

行う。 

◆進路選択支援事業において、生徒・保

護者に対して、進路に関する相談を受

け適切な情報提供を行った。また、奨

学金に関する説明会を実施した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

進路選択支援相談員が、奨

学金等に関する相談を受

けた回数 

（目標値の根拠） 

前年度実績の１割増 

実績値 

（件） 
52 

目標値 

（件） 
57 

達成割合 

（％） 
91.23 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑨ 放課後自習教室事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
61,391 

◆児童・生徒の学習意欲を高め、自学自

習力を育むとともに、基礎学力の向上

を図るため、全小・中学校の放課後自

習教室を開室し、より多くの児童・生

徒の学習機会の充実を図る。また、全

小・中学校に配備しているパソコンの

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、日々の学びの連続性の確立

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

図る。  

 

◆児童・生徒の学習意欲を高め、自学自

習力を育むとともに、基礎学力の向上

を図るため、各小・中学校の放課後自

習教室を年間 80 日開室（１校あたり

週２～３回程度）を目標に 5,699 回

（小学校 3,816回、中学校 1,883回）

開室し、児童・生徒の学習機会の充実

を図った。また、全小・中学校に配備

している児童・生徒一人ひとりの理解

度に応じてプリント学習ができる自

学自習力支援システムを、放課後自習

教室をはじめ、授業や朝学習・家庭学

習で活用することで、児童・生徒の自

ら学ぼうとする力の育成と基礎･基本

の定着を図った。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

放課後自習教室の実施回

数 

（目標値の根拠） 

年間 80日開室（64校） 

実績値 

（回） 
5,699 

目標値 

（回） 
5,120 

達成割合 

（％） 
111.31 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 28年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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基本方策１に対する点検評価員からの意見 

確かな学びと自立を育む教育の充実としては、小・中学校において課題に対応した事業を行って

おり、基本方策については、問題なく推進できていると考える。 

各事業についての意見としては、①小中一貫教育推進事業については、学力向上推進コーディネ

ーターの学校別の効果分析を行うことにより、学力向上に向けたよりよい校内の組織体制をつくり

あげることができると考える。③枚方市少人数学級充実事業については、アンケート調査結果の保

護者の満足度 100%を目標値とするのではなく、前年度実績を目標値にするなど、事業の成果の進捗

を数値で比較できるようにしていただきたい。 

⑥英語教育推進事業については、昨今、英語教育の重要性が叫ばれている中、枚方市はこれまで

も英語教育に幅広く取り組まれており、とても充実していると考える。今後も、枚方市の英語教育

の充実のため、好事例等を活かして、さらなる推進を図っていただきたい。⑧進路指導等事務につ

いては、各学校で窓口を設けるなど生徒・保護者からの相談件数を増やす努力をするとともに、奨

学金制度を周知する教職員研修を実施するなど、進路に関わって生徒・保護者が安心できる環境整

備に尽力していただきたい。 
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基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 
近年、子どものコミュニケーション能力や社会適応能力、体力・運動能力の低下が課題となっており、

子どもの豊かな人間性や社会性、健やかな体が育まれる環境づくりが求められています。 

道徳教育・人権教育などを通じて、規範意識を培い公共の精神と自らを律する力を育むとともに、自

他の生命や平和を大切にする心を養い、子どもたちが豊かな人間性を身につけるための教育を充実させ

ます①。 

また、生活習慣の未確立やアレルギー疾患の増加など、子どもの健康に関する課題が多様化している

ことを踏まえ、健全な食生活の形成のための食育の推進②や、食物アレルギーへの対応など安全で安心

な学校給食を提供し③、健やかな体が育まれる環境づくりを推進します①。 

さらに、心身を鍛錬し、豊かな心と社会性を養うため、文化・芸術に親しむ機会④や、自然を生かし

た野外活動など、体験活動を拡充させる⑤とともに、部活動の充実を進めます⑥。このため、外部指導者

など多様な社会人の活用を図ります⑦。 

 

主要事業の状況 

① 小中一貫教育推進事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 

① 学校園活性化事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 

① 学校園健康管理事業 担当課 学務課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
137,127 

◆学校内科医、学校歯科医、学校眼科医、

学校耳鼻科医、学校薬剤師、腎臓検診

医、歯科衛生士による幼稚園７園、小

学校 45校、中学校 19校で内科・歯科

検診などの健康診断、健康相談・臨時

健康相談、感染流行時の指導、学校環

境衛生の維持管理及びブラッシング

指導を実施している。 

◆全学校園を対象に内科・歯科・眼科検

診を、小学校第１・３学年及び中学校

第１学年を対象に耳鼻科検診を学校

医で行った。学校薬剤師による空気、

飲料水・プール水質、照度の検査等も

行った。また、歯科衛生士によるブラ

ッシング指導を全幼児、小学校では各

学校で学年を決めて行った。健康相談

は、専門的な観点な立場から学校及び

児童・生徒の支援を行った。 

 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

学校内科医１人あたりの

幼児児童生徒数 

（目標値の根拠） 

「枚方市立学校園の学校

園医の委嘱等に関する要

綱」を基に決定 

実績値 

（人） 
314 

目標値 

（人） 
330 

達成割合 

（％） 
104.85 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

① 健康診断事業 担当課 学務課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
41,674 

◆全学校園において学校保健安全法に

基づく健康診断を実施する。 

◆結核検診（全児童・生徒）、尿検査（全

幼児・児童・生徒）及び心臓検診（小

学校第１学年・中学校第１学年）、耳

鼻科検診（小学校第１・３学年、中学

校第１学年）、歯科検診（全幼児・児

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

健康診断受診率 

（目標値の根拠） 

対象者全員の受診が目標 
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童・生徒）、脊柱側わん（モアレ）検

診（小学校第５学年・中学校第１学年）

に対して行った。 

総受診者数：32,333人 

総対象者数：32,610人 

実績値 

（％） 
99.15 

目標値 

（％） 
100.00 

達成割合 

（％） 
99.15 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

① 人権教育推進研究事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
2,111 

◆学校園が教育活動において人権教育

を適切に位置づけ、校園長を中心とし

た組織的な指導に努め、人権教育をす

すめるため、枚方市人権教育研究協議

会において研究事業（講演会、実践報

告会、学習会、研究大会等）に取り組

む。 

◆学校園における人権教育について、講

演会や実践報告会、研究大会等、様々

な研究を通して推進を図った。 

・実践報告会（年２回） 

・北河内地区人権教育研究学習会及び研

究大会（年４回）  

・大阪府人権教育研究協議会集団づくり

フォーラム（７月） 

・大阪府人権教育夏季研究大会（８月） 

・大阪府人権教育研究豊能大会（10月） 

・枚方市人権教育研究協議会講演会（10

月） 

・全国人権・同和教育研究大会（12月）  

・大阪府人権教育人権・部落問題学習研

究集会（１月） 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

大阪府人権教育研究協議

会等による人権教育推進

のための教職員研修会等

への参加人数 

（目標値の根拠） 

前年度実績 

実績値 

（人） 
534 

目標値 

（人） 
339 

達成割合 

（％） 
157.52 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

② 学校給食における地元農産物利用促進事業 担当課 おいしい給食課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
1,181 

◆安全・安心でおいしい学校給食の提供

のため、小学校給食用食材として大阪

府内産を含めた地元農作物の利用促

進を図り、第２次枚方市食育推進計画

の目標である「米・野菜類全体購入量

に対する枚方産及び府内産購入量の

割合を（重量ベース）30％」の達成に

向け、取り組みを進める。 

◆野菜類については、枚方産・府内産合

わせて 20品目で 37.5トン、うち枚方

産は 18品目 28.8トン（えんどう豆、

玉葱、さつまいも、大根、キャベツ、

白菜、じゃがいも、ほうれん草、チン

ゲンサイ、九条ねぎ、なす、小松菜、

冬瓜、人参、白葱、金時人参、れんこ

ん、黒米）を使用した。また、米につ

いては、北河内一帯で栽培・収穫され

ている大阪産「ヒノヒカリ」を 201.3

トン使用した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

地元農産物の割合 

（目標値の根拠） 

第２次枚方市食育推進計

画の目標 

実績値 

（％） 
32.50 

目標値 

（％） 
30.00 

達成割合 

（％） 
108.33 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 第２次枚方市食育推進計画 
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③ 食物アレルギー対応推進事業 担当課 おいしい給食課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
2,756 

◆食物アレルギー対応の適切かつ的確

な取り組みを進める。 

◆学校給食における食物アレルギー対

応上の事故（救急搬送）件数（新規発

症を除く）が０件となるよう、より一

層の安全を確保する。 

◆中学校給食において、７大アレルゲン

を使用しない代替食の提供を毎日行

う。 

 

◆中学校給食において、毎日７大アレル

ゲンを使用しない代替食の提供を行

った。小学校給食において、「学校給

食における食物アレルギー対応マニ

ュアル」に基づいた統一の対応を実施

した。 

◆ヒヤリハット・事故報告の蓄積を行っ

た。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

アレルギー対応をしてい

る児童における事故（救

急搬送）件数 

（目標値の根拠） 

アレルギー対応をしてい

る児童における事故（救急

搬送）がないこと。 

実績値 

（件） 
０ 

目標値 

（件） 
０ 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

④ 文化財啓発普及事業 担当課 文化財課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
12,224 

◆文化財説明板の新たな設置や古くな

った説明板の建替 

◆文化財防火デー（市と枚方寝屋川消防

組合が、文化財を所蔵する社寺等で消

防訓練を実施） 

◆歴史講座、歴史ウォーク(市内文化財

めぐり等）、歴史シンポジウム 

◆枚方・百済フェスティバル（毎年５月

に開催する古代の枚方と朝鮮半島の

交流の歴史を伝えるイベント） 

◆文化財の展示（輝きプラザきらら２階

展示ルーム等で、発掘調査の出土遺物

等を展示） 

◆発掘調査現地説明会 

◆刊行物（文化財関係図書等）の発行な

ど 

◆歴史講座の一部及び文化財の展示に

ついては、公益財団法人枚方市文化財

研究調査会に委託している。 

◆説明板については、百濟王神社、春日

神社（春日）、片埜神社本殿の建替え、

案内板については、史跡楠葉台場跡・

「北虎口」の修繕、国史跡楠葉台場跡

の新設したほか、文化財連続講座「楠

葉のお台場」（年４回）を開催し、延

べ 501 人の参加があった。11 月に親

子を対象とした市民歴史講座「ひらか

た歴史探検隊-枚方宿を歩こう-」を開

催したほか、生涯学習広域講座「聞

く・見る・歩く北河内パート 18」や

文化財防火デーに伴う消防訓練を尊

延寺で行うなど、枚方市内の文化財に

ついて市内外に啓発・普及を行った。

また、市制施行 70 周年記念事業「枚

方歴史フォーラム～百済王氏とその

時代～」を、３月３日に市民会館大ホ

ールにおいて開催し、497人の参加が

あった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

歴史関連イベントの参加

者数の累計 

（目標値の根拠） 

過去の実績をもとに年間

1800人と設定。イベントの

開催状況により１年単位

の実績数にばらつきがあ

るため累積数を目標値と

する。 

実績値 

（人） 
15,342 

目標値 

（人） 
14,400 

達成割合 

（％） 
106.54 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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⑤ 野外活動センター維持管理事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
108,725 

◆平成 18 年度から行ってきた指定管理

を改め、平成 21 年度からは閑散期の

施設運営や所内各施設の老朽化に伴

う整備、進入路整備などの諸課題を市

で整理するために、直営で管理運営を

実施している。各種キャンプ教室や天

体観測棟（ステラホール）を活用した

天文教室、竹のクラフトなどの主催事

業を実施し、市民の余暇活動や自然と

触れ合う機会を提供している。 

直営で管理運営するにあたり、施設

使用の受付業務やキャンプカウンセ

ラーに関する業務、主催事業実施に

ついては、公益財団法人枚方体育協

会に委託し実施している。 

◆10 月には市民キャンプフェスティバ

ルを開催し、延べ 692名の利用があっ

た。また、各種キャンプ教室や天体観

測棟（ステラホール）を活用した天文

教室を実施し、1,740名の利用があっ

た。 

また、進入路の舗装整備については、

整備工事を２か年に分けて実施し、

平成 29年度に進入路舗装整備の第１

期工事を完了した。 

利用者数は日帰りが 10,415名、宿泊

が 4,541名であった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

日帰り・宿泊利用者の合計 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
14,956 

目標値 

（人） 
17,478 

達成割合 

（％） 
85.57 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 概ね達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑤ 社会体育施設利用促進事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
17,350 

◆野外活動センターの利用増を目指し、

学校キャンプ（日帰り･宿泊）を実施

しやすくするため、企画段階からサポ

ートを行い、学校ニーズに対応した学

校キャンプの促進を図る「学校キャン

プ支援事業」を実施する。（平成 26

年度は試行。平成 27年度～29年度に

本格実施。） 

◆利用促進のために実施している「学校

キャンプ支援事業」は、小学校 25 校

の利用があった。また、中学校につい

ても３校の利用があった。事業の１つ

として、送迎用のバス借上げを行っ

た。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

市内小学校のキャンプ利

用件数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績又は直近３年

の平均のどちらか多い数 

実績値 

（校） 
25 

目標値 

（校） 
27 

達成割合 

（％） 
92.59 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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⑥ 部活動指導協力者派遣事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
18,566 

◆部活動の活性化と充実を図るととも

に、顧問教員の時間的余裕を生み生徒

指導や授業研究の時間を確保するた

め、各中学校に専門的な知識や技能を

有する部活動指導協力者を派遣する。 

 

◆各中学校に専門的な知識や技能を有

する部活動指導協力者を派遣し、部活

動の活性化と充実を図るとともに、顧

問教員の負担軽減に繋げた。(派遣回

数:5,873回、１校あたり平均 309回) 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

中学校部活動指導協力者

の派遣回数 

（目標値の根拠） 

１校あたり 370回（19校） 

実績値 

（回） 
5,873  

目標値 

（回） 
7,030 

達成割合 

（％） 
83.54 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑦ 学校支援社会人等指導者活用事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
8,592 

◆各教科の指導補助、総合的な学習の時

間、特別活動など優れた知識や技能を

有する多様な人材を学校教育に活用

することで学校の教育活動を活性化

させる。 

 

◆学校園 64 校（園）において、和楽器

指導やキャリア教育における職業講

話など学校支援社会人等指導者の活

用を図り、学校の教育活動の活性化を

図った。 

 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

学校支援社会人等指導者

を活用した回数 

（目標値の根拠） 

活用回数の上限（１校園あ

たり年間約 23回） 

実績値 

（回） 
1,603  

目標値 

（回） 
1,640  

達成割合 

（％） 
97.74 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

基本方策２に対する点検評価員からの意見 

豊かな心と健やかな体を育む教育の充実としては、人権に対する意識向上のための研修や学校給

食のアレルギー対策など、個別の状況やニーズを把握した取り組みが推進できている。 

各事業についての意見としては、⑥部活動指導協力者派遣事業は、現在の指導・協力者だけでな

く、地域の協力者等を把握するように努めていただきたい。 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 
本市においては新規採用教職員が増加し、経験豊かな多くの教職員の退職が続く中、教職員の世代交

代が進んでおり、倫理観・規範意識及び子ども理解と集団づくり、授業力やマネジメント力など、教職

員一人ひとりの資質と指導力の向上が求められています。 

平成 26 年度からの中核市移行に伴い、大阪府より教職員研修の権限が委譲されました。そのため、

「『学び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生きる力』をはぐくむ」をテーマに、本市の

教育課題に即した独自のカリキュラム（指導計画）で教職員研修を実施①し、「経験の浅い教職員の育成」

「管理職及び専門性を備えたリーダーの養成」「小中一貫教育における学力向上に向けた授業づくり・

授業改善への支援」を重点項目とした教職員研修の充実を図り①、明日の枚方の教育を担う教職員を育

成します①。 

また、教育的愛情にあふれ、高い意欲と優れた指導力を有する教職員を育成するため、授業の達人に

よる研究授業等により、授業改善につなげること②で、子どもたちの「確かな学力」と「生きる力」を

育みます。このため、教育委員会の学校支援機能を充実します①。 

さらに、学習指導要領の改訂を見据え、授業改善や組織運営の改善にかかる「アクティブ・ラーニン

グ」や「カリキュラム・マネジメント」など新しい教育課題に向けた研修にも取り組みます①。 

 

主要事業の状況 

① 枚方市教職員育成事業 担当課 教育研修課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
104,803 

◆平成 26 年度からの中核市移行によ

り、従来大阪府教育委員会が実施して

きた府費負担教職員研修の初任者研

修や 10 年経験者研修等の法定研修を

はじめとする各種研修の多くを本市

教育委員会が実施。 

◆「『学び続ける教職員』を育成し、枚

方の子どもたちの『生きる力』をはぐ

くむ」ことを目標に、「経験の浅い教

職員及びミドルリーダーの育成」「児

童生徒の学力向上に向けた授業づく

り・授業改善」「授業研究・研修への

支援の充実」の３点を重点項目とし、

「基本研修」及び「専門研修」を計画・

実施。 

◆学習指導要領を踏まえた授業づくり、

授業改善及び教員の授業力の向上等

に向け、指導主事や教育推進プランナ

ー（学校教育に関して高い見識や経験

を有する校長経験者等）が学校園を訪

問し、経験の浅い教員への指導助言、

校内研修等での指導助言、学校運営へ

の支援を実施。 

◆枚方市が取り組んでいる「教育」を広

く市民に情報発信するとともに、今後

の枚方の「教育」の方向性について市

民と共有する場として「枚方市教育フ

ォーラム」を実施。 

◆平成 29年度は、平成 28年度に引き続

き、「『学び続ける教職員』を育成し、

枚方の子どもたちの『生きる力』をは

ぐくむ」をテーマに、本市の教育課題

に応じた独自のカリキュラムのもと、

初任者研修や 10 年経験者研修をはじ

め、教職員の経験・職務に応じた基本

研修及び教育課題や教科等の専門性

を高める専門研修を実施し、教職員の

資質・指導力の向上を図っている。平

成 30 年３月末時点で基本研修を 170

回、専門研修を 106回実施した。また、

指導主事、教育推進プランナーによる

経験の浅い教員の研究授業への指導

助言及び学校運営等への支援を

1,715回行った。 

加えて、校内の研究体制づくりや教

員の授業改善、子どもたちの学力向

上に向け、指導主事、教育推進プラ

ンナー等が学校を訪問する「校内研

究支援」（授業研究・授業改善 学校

支援）を 203 回（小学校 164 回・中

学校 39回）実施し、授業改善・学力

向上の取り組みの推進を図ってい

る。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

研修を受講した教職員が

各学校園において会議等

で伝達したり授業等で実

践した割合 

（目標値の根拠） 

研修の実質的効果。 

実績値 

（％） 
90.04 

目標値 

（％） 
100.00 

達成割合 

（％） 
90.04 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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② 授業の達人養成事業 担当課 教育研修課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
5,536 

◆児童・生徒の確かな学力を育むため、

高い指導力のある優れた教員の育成

を図ることを目的とした「授業の達人

養成講座」を実施 

◆外部講師として年間を通じて大学教

授等、教育のスペシャリストを招聘。 

◆教材研究、学習指導案の検討を行い、

年間２回の研究授業（公開授業）を実

施。 

◆先進地域、先進校への視察を実施。 

 

◆豊かな人間性と高い専門性を有する

優れた教員（｢授業の達人｣）を養成す

ることを目標に、授業の達人養成講座

を実施した。平成 29 年度は、２年間

の継続研修の２年目として実施した。

講座では、著名な外部講師を招聘し、

講義・演習や研究授業・実践報告等を

行い、授業研究・教材研究及び指導法

の研究を行った。また、公開授業を実

施し、研修の成果を市内教職員に発信

した。３月には、小学校指導教諭を、

３人目となる「授業の達人」に認証し、

今後、所属校をはじめ、他校の公開研

究授業、市教育委員会実施の研修講座

での指導・助言等を予定している。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

「授業の達人養成講座」の

受講者の延べ人数 

（目標値の根拠） 

全講座に参加する教員の

延べ人数 

実績値 

（人） 
181 

目標値 

（人） 
204 

達成割合 

（％） 
88.72 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 
市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

② 学校園活性化事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 

基本方策３に対する点検評価員の意見 

教職員の育成のため、「『学び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生きる力』をはぐ

くむ」をテーマに、基本的な研修から応用的な研修まで職員の経験・職務に応じた研修を行ってお

り、基本方策の遂行に向かって進んでいると考える。 

各事業についての意見としては、①枚方市教職員育成事業は、すでに行われている児童・生徒及

び保護者からのアンケートだけでなく、教員相互の評価を実施することなどにより、教職員の資質

と指導力の向上につなげていただきたい。 
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基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 
障害のある子どもをはじめすべての子どもたちが学校・地域社会の中で積極的に交流・活動し、「と

もに学び、ともに育つ」教育を推進する必要があります。また、支援教育を進めるにあたっては、一人

ひとりの自立に向けた効果的な指導・支援の充実が求められています。 

障害のある子どもと障害のない子どもが交流や共同学習を通じ、ともに学び、互いを理解する教育を

一層充実させる①とともに、通常の学級においてユニバーサルデザインによる授業づくりに取り組みま

す①。 

また、平成 28 年４月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、障害の

ある子ども一人ひとりのニーズに応じた教育環境の整備を進める①とともに、支援教育に関する教職員

研修の充実に取り組んでいきます②。 

さらに、支援教育コーディネーターを中心として配慮を要する子どもの支援を行う①とともに、保護

者、支援学校等の関係機関と連携し、支援が必要なすべての子どもについて全教職員の共通理解のもと、

学校全体で支援教育の充実に取り組みます①。 

 

主要事業の状況 

① 支援教育推進事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
192,309 

◆通常の学級に在籍する発達障害等の

児童・生徒への支援に関し、学校に専

門家を派遣し指導・助言する。 

◆児童生徒支援室職員が、学校園、保育

所(園）、幼稚園、医療機関等を巡回し、

就学相談を実施する。 

◆小・中学校の支援教育推進の中心とな

る支援教育コーディネーターの活動

時間を支援するために、非常勤講師を

加配する。 

◆肢体不自由児介助員を配置し、小・中

学校の肢体不自由学級に在籍する児

童・生徒の生活、訓練、学習等の介助

を行う。 

◆学校看護師を配置し、医療的ケアを必

要とする幼児・児童・生徒の学校園に

おける日常生活を支援する。 

◆肢体不自由児童・生徒に対し理学療法

士による専門的な機能回復訓練を実

施する。 併せて支援学級担任に対し

て日常訓練の指導・助言を行う。 

◆支援学級入級児童・生徒に対する備品

購入及び新設支援学級の設備整備を

行う。 

◆通常の学級に在籍する発達障害等の

児童・生徒への支援に関し、４校の学

校に１校あたり５回専門家を派遣し、

指導・助言を行った。また、幼稚園７

園及び市内の希望された私立幼稚園、

認定こども園に相談員を派遣し、教職

員に対しての指導・助言を行い、保護

者の相談にも応じた。 

◆児童生徒支援室職員が、学校園、保育

所(園）、幼稚園、医療機関等を巡回し、

就学相談を実施した。 

◆小・中学校の支援教育推進の中心とな

る支援教育コーディネーターの活動

時間を支援するために、非常勤講師を

週平均 10 時間、小・中学校に配置し

た。 

◆肢体不自由児介助員 26名を小学校 20

校、中学校６校に配置し、小・中学校

の肢体不自由学級に在籍する児童・生

徒の生活、訓練、学習等の介助を行っ

た。 

◆学校看護師 17 名を幼稚園２園、小学

校 11 校、中学校２校に配置し、医療

的ケアを必要とする幼児・児童・生徒

の学校園における日常生活を支援し

た。 

◆肢体不自由児童・生徒に対し理学療法

士による機能回復訓練を学期に１～

２回実施した。併せて小学校 27 校、

中学校３校の支援学級担任に対して

日常訓練の指導・助言も行った。 

◆支援学級入級児童・生徒に対する備品

購入及び小学校４校、中学校４校の新

設支援学級の設備整備を行った。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

支援教育に関する専門的

な知識・技能をもつ専門家

の派遣回数 

（目標値の根拠） 

小・中学校専門家、幼稚園

巡回相談、理学療法士等は

予算範囲。リーディングチ

ームは前年度実績の１割

増。 

実績値 

（回） 
439 

目標値 

（回） 
412 

達成割合 

（％） 
106.55 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

① 通学困難児童・生徒通学等タクシー支援事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
5,787 

◆小・中学校に在籍する肢体不自由児や

腎炎・ネフローゼ児等通学が困難な児

童・生徒のタクシー利用による通学費

用に対して、支援金の交付を行う。 

◆市内に在住する支援学校等に在籍す

る通学が困難な児童・生徒のタクシー

利用による通学費用に対して、支援金

の交付を行う。 

◆毎日利用の児童・生徒 10 名、雨天時

利用の児童・生徒 24 名の通学費用に

対して支援金を交付した。 
実績値 

及び 

目標値 

の説明 

通学タクシーを利用した

児童・生徒の人数 

（目標値の根拠） 

年度当初の通学タクシー

利用申請人数 

実績値 

（人） 
34 

目標値 

（人） 
28 

達成割合 

（％） 
121.43 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

② 枚方市教職員育成事業【再掲】※基本方策３に記載 担当課 教育研修課 

 
基本方策４に対する点検評価員の意見 

基本方策である「ともに学び、ともに育つ」教育の充実として支援教育の推進を掲げ、支援教室

に対する指導・助言を始め、学校看護師や肢体不自由児介助員の配置など、個別のニーズを踏まえ

た充実した指導・支援が行われている。 

 また、学習補助だけでなく通学に関しても補助事業を行っており、障害のある子どもに対する支

援体制が行き届いていると考える。引き続き、効果的な支援教育を推進していただきたい。 
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基本方策５ 幼児教育の充実 
少子化の進行、核家族化や男女共同参画社会の進展、ひとり親家庭の増加など、子どもの育ちや子育

て支援へのニーズが多様化する中で、子どもの生きる力と個性を育む環境が求められています。幼児期

の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を養う重要なものであり、さまざまな体験を通して幼児が心身と

もに健やかな成長をとげられるよう、幼児一人ひとりの発達や特性に応じた取り組みを進める必要があ

ります。 

幼児教育の目的は「義務教育及びその後の教育の基礎を培う」ことであり、幼児期（幼稚園・保育所・

認定こども園）の教育と児童期（小学校）の教育を円滑に接続・連携し、幼児一人ひとりの望ましい発

達を育むとともに学級集団に応じた適切な指導を行います①。 

また、保護者の心身のリフレッシュや短時間就労などのニーズへ対応した預かり保育の実施①や、地

域の未就園児も含め、親子での遊びの場や保護者交流の場の提供、子育て相談の取り組みの推進①など、

保護者支援を充実させます。 

 

主要事業の状況 

① 幼稚園保護者支援充実事業 担当課 教育指導課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
13,454 

◆幼稚園で一時預かりを実施し、幼児の

心身の健全な発達を促すとともに、幼

児教育の充実と保護者の子育て支援

及び就労支援の充実を図る。また、幼

稚園を、２・３歳の未就園児及び保護

者が、安心して遊び、交流できる場と

して提供し、家庭の教育力を高めると

もに、子育て不安の軽減等を図る。 

◆幼児の心身の健全な発達を促すとと

もに、幼児教育の充実と保護者の子育

て支援及び就労支援の充実を図るた

め、延べ 988回の預かり保育を実施し

た。また、幼稚園において、２・３歳

の未就園児及び保護者が、安心して遊

び、交流できる場として提供し、家庭

の教育力を高めるため、延べ 508回幼

児教育教室を実施した。 

 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

保護者のニーズ（申し込

み）に対する幼児教育教室

及び預かり保育実施率 

（目標値の根拠） 

ニーズ（申し込み）に対す

る実施率 100％ 

実績値 

（％） 
100.00 

目標値 

（％） 
100.00 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 15 子どもたちが健やかなに育つことができるまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

基本方策５に対する点検評価員の意見 

 幼児教育教室及び預かり保育の実施など、幼児教育の充実としては保護者のニーズを満たしてい

るため、事業は推進できていると考える。 

今後は、少なからず存在すると考えられる現状では見えていない潜在的なニーズについて、教育

委員会として状況を把握することや事業の拡大も含め、よりよい幼児教育の充実を図っていただき

たい。 
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基本方策６ 地域とともにある学校づくりの推進 
近年、子どもを取り巻く環境が大きく変化しており、未来を担う子どもたちを健やかに育むためには、

学校、家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づくりが必

要であり、保護者や地域住民とともに学校運営を進める「地域とともにある学校づくり」の推進が求め

られています。 

保護者や地域住民の理解や協力を得て、各学校において特色ある教育活動を展開していくため、子ど

もが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みやコミュニティスクールなど学校運営に地域住民や保

護者が参画する体制の構築に取り組みます①。 

 

主要事業の状況 

① 小中一貫教育推進事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 
基本方策６に対する点検評価員の意見 

平成 30年度からコミュニティ・スクール推進事業を実施するため、「コミュニティ・スクール検

討会」を設置するなど、コミュニティ・スクールのあり方について検討し、「地域とともにある学

校づくりの推進」を目指し取り組んでいると考える。 

今後、モデル校の成果を踏まえ地域住民や保護者が学校運営に参画する体制の構築を図っていた

だきたい。 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 
近年、登下校時の交通事故や不審者等により子どもが犠牲となる事件･事故が生じており、子どもが

安全で安心して学べる環境づくりが求められています。 

また、インターネット等によるいじめや、学校生活や家庭環境などさまざまな理由による不登校等、

生徒指導上の課題が深刻化する中、子どもたちが安全に安心していきいきと学校での時間を過ごせる環

境づくりが必要です。 

子どもが安全で安心して学べる環境づくりについては、オートロックや機械警備などによる学校施設

内の安全確保①や、地域で行われている子どもの安全を見守る活動との連携、防犯カメラなどによる通

学路の安全対策②の強化、不審者情報等の緊急情報を保護者にメールで配信するシステムを有効活用す

る②とともに、近年の子どもが巻き込まれた事件・事故や、大規模災害の教訓を生かし、子ども自らが

危険を回避する能力を養う安全・防災教育を推進します②。 

安全に安心していきいきと学校での時間を過ごせる環境づくりについては、学校・家庭・地域・関係

機関が連携し、相談体制を充実させる③とともに、学校においては、生徒指導体制の充実を図り④、いじ

めの未然防止や早期発見⑤、不登校児童・生徒への支援に取り組みます⑥ 

また、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や、児童虐待について、

中央子ども家庭センターや子ども総合相談センターなど関係機関との連携を強化します⑤⑦。 

 

主要事業の状況 

① 学校園警備事業 担当課 教育政策課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
256,526 

◆全小・中学校に学校施設管理人を配置

（平日 朝 7:00～8:30、夜間 16:30～

21:30、休日 8:30～12:30、12:30～

19:00）し、施設の管理・警備業務を

実施する。（幼稚園の管理・警備業務

は近隣小学校に配置している学校施

設管理人が担う。） 

◆学校園において、平日の深夜、休日の

夜間・深夜には、施設の管理・警備業

務を民間業者に委託し、機械警備及び

警備員による巡回警備を実施する。 

◆全小・中学校に学校施設管理人（127

人）を配置するとともに、委託による

夜間・深夜の警備を実施した。 

◆警備実施時間の侵入事案は２件あっ

たが、被害はなかった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

校内への不審者侵入事案

がなかった校園数 

（目標値の根拠） 

全学校園の侵入事案なし 

実績値 

（校園） 
69  

目標値 

（校園） 
71 

達成割合 

（％） 
97.18 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

② 通学路等安全対策事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
30,361 

◆小学校 16 校の交通量が多く、信号機

のない横断歩道や踏切等の通学路の

危険箇所に対して、交通専従員、交通

指導員を配置する。 

◆関係機関と連携した通学路の合同点

検を実施する。 

◆学校園において、危機管理マニュアル

を見直し、実践的な避難訓練を実施す

る。 

◆通学路の安全確保については、小学校

を通じて危険箇所を集約し、通学路安

全対策連絡会議（庁内及び関係機関連

絡・連携会議）に報告し、対策等につ

いて協議を行った。 

◆通学中の事故を受け、通学路の変更や

交通指導員の配置等を行い、児童の安

全確保に努めた。 

◆交通専従員を小学校 11 校 15 箇所に

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

通学路の安全を確保する

ために交通指導員等を配

置した人数（交通量が多

く、信号機のない横断歩

道や踏切等の通学路の危

険箇所に対して、交通指

導員等を配置した人数。

信号機の設置等で安全確
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◆学校園においては、一般の安全指導の

他、交通安全教室等を実施する。 

◆小学校において、胸骨圧迫とＡＥＤの

取り扱いに特化した救命講習を実施

する。 

◆小学校において防災キャンプを実施

する。 

◆学校園において、メール配信システム

を活用し、不審者情報や暴風警報等発

令時の具体的な対応を関係機関、保護

者に提供する。 

24 名、交通指導員を小学校 14 校 20

箇所に 34 名配置して、児童の安全確

保を図った。 

◆交通専従員・交通指導員配置箇所につ

いて、交通状況調査を実施した。 

◆学校園における危機管理マニュアル

を見直し、学校園で実践的な避難訓練

を実施した。 

◆全小・中学校において、自転車交通安

全教室を実施した。（実施対象：小学

校は第３学年または第４学年、中学校

は第１学年） 

◆小学校３校で、学校・保護者・地域住

民と関係各課が連携し、外部機関の協

力も得ながら学校防災キャンプを実

施し、保護者や地域住民とともに避難

所生活を体験するなどの実践的な取

組を行った。 

◆全学校園において、学級閉鎖や不審者

情報等の周知に、メール配信システム

を活用した。 

保できたところから、交

通指導員等を順次廃止す

る。） 

（目標値の根拠） 

前年度実績 

実績値 

（人） 
58 

目標値 

（人） 
55 

達成割合 

（％） 
94.55 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ 「心の教室相談員」配置事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
8,600 

◆全小学校に、「心の教室相談員」を配

置し、児童・保護者に対する教育相談

及び教職員への助言を行う。 

◆相談員を、児童数に応じて、１校につ

き年間 20回～35回派遣する。 

◆全小学校に 25 人の相談員を配置し、

児童・保護者・教職員からの相談に応

じた。事案によっては、中学校配置の

スクールカウンセラーと連携して、対

応にあたった。平成 29 年度の全相談

件数は、14,250件。（前年比▼777件） 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

心の教室相談員年間総派

遣回数 

（目標値の根拠） 

１校 31回(小学校 45校) 

実績値 

（回） 
1,351 

目標値 

（回） 
1,395 

達成割合 

（％） 
96.85 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ スクールアドバイザー派遣事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
1,072 

○スクールアドバイザーの業務 

◆事件、事故等緊急を要する事例に対し

ての派遣を行っている。 

 

○スクールアドバイザーとして派遣す

る者 

◆臨床心理士等の専門的な知識・経験を

有する者の中から、児童生徒支援室が

◆平成 29年度は 12校（小学校８校、中

学校４校）に、延べ 28 回アドバイザ

ーを派遣し、教職員 125名、児童・生

徒 103名、保護者 11名の支援にあた

った。事件、事故に直面した児童・生

徒・教職員等の心のケアに当たるとと

もに、以後の指導の方向性への適切な

助言を受けることができ、学校運営の

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

スクールアドバイザーを

派遣した回数 

（目標値の根拠） 

前年度実績 

実績値 

（件） 
28 

－24－



依頼した者 安定に寄与した。 目標値 

（件） 
12 

達成割合 

（％） 
233.33 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ スクールカウンセラー配置事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
787 

◆全中学校に府から派遣されたスクー

ルカウンセラーを配置し、生徒、保護

者及び教職員を対象とした教育相談

を行う。 

◆生徒のカウンセリング等に関する情

報収集、提供。 

◆校内研修等で教職員のカウンセリン

グマインド等を高めるための支援を

行う。 

◆全中学校に配置のスクールカウンセ

ラーが、児童・生徒、保護者、教職員

からの相談に関する情報収集を積極

的に行うなど、相談のあり方を工夫す

ることにより、相談件数が昨年度の

4,822件と比べ、1,352件増加した。 

◆全小学校に配置の「心の教室相談員」

とも連携し、中学校区全体の相談活動

を実施している。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

全中学校における年間相

談件数 

（目標値の根拠） 

スクールカウンセラーの

勤務：１日６時間、年間 35

日、１相談１時間（６件×

35日×19校） 

実績値 

（件） 
6,174 

目標値 

（件） 
3,990 

達成割合 

（％） 
154.74 

連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ 教育相談事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
17,577 

○子どもの笑顔守るコール(いじめ専用

ホットライン・教育安心ホットライ

ン) 

◆幼児・児童・生徒やその保護者等に対

する電話による教育相談を行う。（平

日 9：00～17：00） 

 

○継続教育相談 

◆幼児・児童・生徒やその保護者等に対

する面談による教育相談を行う。（要

予約 月～金） 

○メンタルヘルス相談 

◆教職員に対するメンタルヘルス相談

を行う。（要予約 月・金の午後） 

 

◆幼児・児童・生徒やその保護者等に対

する電話及び面談による教育相談、ま

た教職員のメンタルヘルス相談を行

うことにより、それぞれが抱える教育

課題や諸課題について適切に対応す

ることができた。 実績値 

及び 

目標値 

の説明 

電話、来館による年間相談

教育相談延べ件数（子ども

の笑顔守るコール＋教育

文化センター内での継続

教育相談+教育文化センタ

ー内でのメンタルヘルス

相談） 

（目標値の根拠） 

子どもの笑顔守るコール、

継続教育相談、メンタルヘ

ルス相談の延べ件数の前

年度実績 

実績値 

（件） 
1,902 

目標値 

（件） 
1,723 

達成割合 

（％） 
110.39 
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連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

④ 枚方市生徒指導充実事業 担当課 教職員課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
32,357 

◆生徒一人ひとりの状況に応じた支援

や指導をするため、生徒指導主事は

スクールカウンセラー等とより緊密

に連携し、専門的な立場からアドバ

イスを受け、担任や学年に対しての

指導、助言に当たる。教員は、生徒

たちへの接し方を工夫し、一人ひと

りに対してよりきめ細かな指導を行

う。規模の大きい学校３校及び規模

の小さい学校４校の計７校に市費負

担任期付教員を１名ずつ配置し、３

校には非常勤講師を配置する。 

これらの配置により授業が軽減さ

れた生徒指導主事が中心となって、

生徒の実態を踏まえた人権教育等

を充実させたり、いじめや暴力行為

などの問題行動に対して迅速かつ

適切に指導を行うなど、中学校の生

徒指導体制を強化する。 

また、各学校において策定のいじめ

防止基本方針に基づき枚方市生徒

指導マニュアル（いじめ防止編）を

用いた教職員の研修及び児童・生徒

に対するいじめアンケートの実施、

枚方市生徒指導マニュアル（体罰防

止編）を用いた教職員の研修等によ

り、いじめの未然防止と体罰の根絶

に努める。 

◆規模の大きい学校３校及び規模の小さ

い学校４校の計７校に市費負担任期付

教員を１名ずつ配置し、３校には非常

勤講師を配置した。 

各学校において、児童・生徒に対する

いじめアンケートを学期に１回以上

と教育相談を実施した。また、いじめ

事案は組織的に対処し、解消に向けて

取り組んだ。 

生徒指導主事が中心となって、生徒の

実態を踏まえた人権教育等を充実さ

せたり、いじめや暴力行為などの問題

行動に対して関係機関と連携し、迅速

かつ適切に指導を行った。 

また、年度当初及び夏季休業期間等

に、枚方市生徒指導マニュアル（いじ

め防止編）（体罰防止編）を用いた教

職員研修を実施した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

認知したいじめの解消率

及び暴力行為の発生件数。 

①認知したいじめの解消

率 

②暴力行為発生件数 

Ａ:小学校・Ｂ:中学校。 

（目標値の根拠） 

①年度内に小・中学校にお

いて認知したいじめを

100％解消する 

②暴力行為発生件数が前

年度より 10％減少 

実績値 

（Ａ：％） 

（Ｂ：件） 

①80.20 

②Ａ：80・Ｂ：214 

目標値 

（Ａ：％） 

（Ｂ：件） 

①100.00 

②Ａ：67・Ｂ：146 

達成割合 

（％） 

①80.20 

②72.45 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑤ いじめ問題対策事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
21,950 

◆枚方市の関係部課と外部関係機関に

属する者で構成される「枚方市いじめ

問題対策連絡協議会」の定例会を年３

回開催する。 

◆枚方市学校いじめ対策審議会を年２

回開催する。また、必要に応じて臨時

会を開催する。。 

◆幼児対象人形劇の実施（「枚方市いじ

め問題対策連絡協議会」の取組の１

つ） 

◆ひらかた学校支援チーム：弁護士、心

理・福祉の専門家、校長経験者等で構

成する支援チームが学校園を巡回し、

◆いじめの認知件数について、小学校で

は 1,198件、中学校では 113件である。

そのうち、解消した件数は小学校 974

件、中学校 78 件であり、解消に向け

て取り組み中の件数は小学校では

224件、中学校では 35件である。 

 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

認知したいじめの解消率 

（目標値の根拠） 

年度内に小・中学校におい

て認知したいじめを 100％

解消する。 

小学校と中学校ではいじ

めの認知件数に差はある

が、ここでは小・中学校合

わせた解消率とする。 

実績値 

（％） 
80.20 
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幼児・児童・生徒の様子や学校園の状

況を確認、助言を行う。 

◆「ストップ！いじめ」全小・中学校の

新入生の保護者を対象に、いじめ問題

に対する啓発冊子として配付。 

◆枚方市いじめ防止基本方針（概要版）

の作成・配付。 

目標値 

（％） 
100.00 

達成割合 

（％） 
80.20 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28年度・平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑥ 不登校児童・生徒支援事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
12,647 

◆枚方市不登校支援協力員連絡会を開

催し情報交換を図る。 

◆月１回中学校区ごとに小・中学校間の

情報交流を行う。 

◆不登校の兆候が見えた生徒に対して、

その要因や背景に応じた適切な支援

を行うことにより、不登校の未然防止

に努めた。不登校生徒に対しては、不

登校支援協力員により、校内適応指導

教室などを活用して、教育相談や学習

支援を行った。 

 

※実績値の説明：中学校における不登校

の状況については、全在籍生徒数

（10,517 人）に対する不登校生徒

（391人）の割合（3.72%） 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

市内全中学校における不

登校出現率(５月１日現在

の全中学校在籍人数に対

して、不登校の欠席が 30

日以上の合計） 

（目標値の根拠） 

公表されている府の公立

中学校過去５年の不登校

出現率の平均 

実績値 

（％） 
3.72 

目標値 

（％） 
3.26 

達成割合 

（％） 
85.89 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28年度・平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑥ 適応指導教室事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
17,357 

○入室児童・生徒 

◆学習活動・体験活動・創作活動等学校

復帰を含めた自立のための指導・支援

を行う。 

 

○訪問指導 

◆学生指導員が家庭訪問を行い、主体的

な活動への支援を行う。 

 

○馬とのふれあい体験 

◆馬の世話を通して、不登校状態にある

児童・生徒の指導・支援を行う。 

◆主に、心理的要因で不登校状態にある

児童・生徒に対し、教育文化センター

に設置している適応指導教室で学習

支援、グループ活動、カウンセリング、

キャンプ、保育体験、福祉体験、馬と

のふれあい体験などを通し、支援・指

導を行った。取組を通して、少しずつ

学校へ復帰する児童・生徒もいる。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

適応指導教室「ルポ」への

入室基準を満たし、登室を

承認された児童・生徒が、

登室した割合 

（目標値の根拠） 

｢ルポ｣への登室 100％ 

 

 

実績値 

（％） 
76.10 

目標値 

（％） 
100.00 

達成割合 

（％） 
76.10 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 平成 28年度・平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑦ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業 担当課 児童生徒支援室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
16,416 

◆配置または派遣する学校の教職員と

のチーム体制によるケース対応 

◆教職員と連携した校内ケース会議の

ファシリテーションや福祉的手法の

アドバイス 

◆小中合同ケース会議等、小・中学校教

職員が協働した小・中学校間連携の推

進 

◆学校と関係機関等との連携のコーデ

ィネート 

◆中学校派遣のスクールカウンセラー

との連携 

◆小中一貫教育を見据えた系統性・継続

性のある生徒指導体制の構築 

◆教育委員会が開催する研修会、連絡会

等への参加 

◆スクールソーシャルワーカー・スーパ

ーバイザーは、スクールソーシャルワ

ーカーへの指導助言 

◆その他、教育長が認める事項に関する

こと 

◆２中学校区に２名のチーフ・スクール

ソーシャルワーカー（社会福祉士の資

格を有したスクールソーシャルワー

カー）を配置。小学校６校に６名の元

校長等のスクールソーシャルワーカ

ーを配置。 

学校における不登校、暴力行為等生

徒指導上の課題に対し、ケース会議

を実施し、支援の方策について検

討・実施した。（平成 29 年度、２中

学校区では、55 件のケースに対し、

59 回ケース会議実施。小学校６校で

は、117件のケースに対し、118回ケ

ース会議実施。）また、学校からの要

請に応じて、スクールソーシャルワ

ーカーを 32回緊急派遣した。また、

小学校６校に配置のスクールソーシ

ャルワーカーについては、ケース会

議を実施する他に、児童や保護者等

と直接話しをするなど、学校と保護

者との連携のコーディネート等を行

った。 

年間７回のスクールソーシャルワー

カー連絡会を行い、学校の課題につ

いて情報共有を行うとともに、支援

の方向性について、スーパーバイザ

ーからアドバイスを受けた。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

スクールソーシャルワー

カー等の活動回数 

（目標値の根拠） 

ＳＳＷ･ＳＶ 12回、チーフ

ＳＳＷ55回×２人、ＳＳＷ

150回×６人 

実績値 

（回） 
1,007 

目標値 

（回） 
1,022 

達成割合 

（％） 
98.53 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28年度・平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

未達成事業への対応 

事業名 未達成理由 今後の方向性 

④ 枚方市生徒指導充実事業 小・中学校ともに、課題を抱える特定

の児童・生徒が暴力行為を繰り返し、

件数が増加した。 

生徒指導主事や生徒指導主担者がスク

ールカウンセラーや心の教室相談員等

の外部専門家と連携し、十分な見立て

のもと、暴力行為の未然防止や適切な

対応に努める。 

⑥ 適応指導教室事業 入室基準を満たし登室を承認された

が、１日も登室できない児童・生徒が

いたため。 

・見学や学校からの問合せの段階で、

保護者や学校に適応指導教室への入

室基準を説明し、十分理解した上で、

申請してもらう。 

・登室を承認された児童・生徒が適応

指導教室での活動を通して、自ら「登

校しよう」という意思が持てるよう、

支援・指導し、一人でも多く学校復

帰ができるよう取り組む。 
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基本方策７に対する点検評価員の意見 

子どもが安全で安心して学べる環境づくりとして、生徒指導の充実やいじめ問題対策を始め、不

登校児童・生徒に対する支援など個別の課題に対応した事業を行っており、学びのセーフティネッ

トの構築に向けて推進できていると考える。 

各事業についての意見としては、③「心の教室相談員」配置事業については、全小学校に相談員

を配置するなど、他市にはない先進的な取り組みを行っている。⑤いじめ問題対策事業については、

いじめは短期間での解消は難しいと認識しているが、いじめの早期解消に向けて、枚方市として精

力的に取り組んでいただきたい。⑥不登校児童・生徒支援事業については、公表されている大阪府

の不登校出現率を目標値の根拠として自己評価は「概ね達成」とされているが、大阪府に比べて出

現率が低い全国平均の出現率を目標値にすべきと考える。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 
少子化の進行による児童・生徒数の減少や学校施設の老朽化が進む中で、学校施設の更新や教育の情

報化の推進など、より安全で充実した教育環境が求められています。また、教職員の多忙化が課題とな

る中で、教職員が授業や子どもたちと向き合う時間を確保するための取り組みが必要です。 

多くの学校施設で建築後相当年数が経過し、老朽化が進んでいることから、学校施設を計画的に更新

整備します①。また、適正な学校規模とする学校配置等の適正化に取り組みます②。 

また、ＩＣＴ（情報通信技術）を効果的に活用したわかりやすく深まる授業を実現するため、子ども

が授業で使うＩＣＴ機器を計画的に更新するなど教育の情報化を推進します③。 

さらに、教職員が子どもと向き合い、指導に専念できる時間をより多く確保するため、ＩＣＴを活用

し通知表や指導要録等の事務処理を軽減する④とともに、より効果的・効率的な学校運営に向けての見

直しや、教職員の健康保持など勤務環境の整備に取り組みます。 

安全で安心な給食を安定的に提供する⑤ため、老朽化が進む小学校給食調理場の計画的な更新整備に

取り組みます⑥。 

 

主要事業の状況 

① 学校園施設維持補修事業 担当課 まなび舎整備室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
1,890,970 

◆「枚方市市有建築物保全計画」（以下

「保全計画」とする。）に基づき校舎、

園舎、体育館等の建物や電気・機械・

給排水設備等施設全般の維持保全及

び予防保全工事を行う。 

◆プール施設など、保全計画外の改修工

事を行う。 

◆学校園からの要望に基づき学習環境

の改善等に伴う施設の整備を行う。 

◆各施設の建築物・設備などの点検業務

等を行う。 

◆保全計画に基づく工事を 25 件、保全

計画外の工事を 54 件行った。また、

学校園からの要望により、漏水修理や

教室扉の修理など修繕工事を 386 件

行った。さらに、便所のドライ方式へ

の改造や多目的トイレの整備を行う

トイレ改造工事を小学校 10 校・中学

校２校(保全工事外に含む)で実施し

た。そして、各施設の建築物や設備の

点検及び、次年度の保全工事等の実施

設計を行った。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

保全計画等の工事実施件

数 

（目標値の根拠） 

保全計画等の工事設計し

た件数 

実績値 

（件） 
79 

目標値 

（件） 
81 

達成割合 

（％） 
97.53 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 枚方市市有建築物保全計画 

 

① 学校施設整備事業 担当課 まなび舎整備室 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
101,352 

◆平成 25 年３月に、国から「学校施設

の老朽化対策について（学校施設老朽

化対策ビジョン）」が公表された。同

ビジョンにおいては、「昭和 40年台後

半から 50 年代にかけて日本全国で多

くの学校建設がなされ、施設の更新時

期を迎えつつある中、安全面・機能

面・環境面・財政面から老朽化対策が

◆整備内容や工事期間中における学校

運営上の課題等について、様々な協

議・検討を行い、香里小学校・桜丘小

学校・第一中学校に引き続き津田中学

校の長寿命化改修工事の実施設計を

発注した。 

 

○協議・検討した主な内容 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

基本設計・実施設計を実施

した学校数 

（目標値の根拠） 

枚方市学校施設整備計画

の第 1期実施計画（前期）

の整備校数 
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必要である。従来は建築後 40 年程度

で改築されていたが、技術的に構造躯

体の延命は可能であることから、改築

より費用面・環境面の負担が少なく、

改築と同様の質的向上が図れる長寿

命化改修へと転換することが必要で

ある。」旨が述べられている。 

◆本市においても、多くの学校施設で建

築後相当年数が経過し、老朽化が進行

してきており、将来的な施設耐用年数

の到来に伴い、多額の費用を要する施

設の更新が一定期間に集中すること

から、本市財政への影響が懸念され

る。今後、財政負担の平準化やコスト

の縮減を図りつつ、時代のニーズに適

した教育環境の質的向上等に向けた

学校施設へ更新していくためには、計

画的な施設整備を図っていく必要が

あることから、国の「学校施設老朽化

対策ビジョン」を踏まえた、学校施設

整備に関する中長期的な計画の策定

に取り組むものである。その後、策定

した計画に基づき、学校施設の更新を

順次図っていく。 

◆新学校トイレ整備計画策定に向けた

基本的な考え方の検討 

 学校トイレの５Ｋを改善するため「ド

ライ方式への改修と洋式化率ＵＰ、災

害時対応、ユニバーサルデザイン、省

エネ対応と環境配慮」を考慮し、新学

校トイレ整備計画策定に向けた基本

的な考え方について検討した。 

◆「学校トイレセミナー」の開催 

 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

る為に、使用方法や児童・生徒による

日常清掃など「ソフト面」の手法、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」を開催し、ソフト面での管

理・運営方法の周知に努めている。 

実績値 

（校） 
４ 

目標値 

（校） 
５ 

達成割合 

（％） 
80.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29年市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 枚方市学校施設整備計画 

 

② 学校規模等適正化事業 担当課 学校規模調整課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
29,318 

◆将来における適正な学校の配置等を

進めるため、審議会での答申を踏ま

え、基本方針を策定し学校統合に向け

た取り組みを進める。 

◆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。また、当基本方針に基

づき、高陵小学校と中宮北小学校の学

校統合に向けて説明会などを実施し、

取り組みを進めている。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

学校規模適正化に関する

説明会の実施回数 

（目標値の根拠） 

学校統合の取り組みを地

域や保護者等に理解して

もらうための説明会実施

回数。 

実績値 

（回） 
４ 

目標値 

（回） 
３ 

達成割合 

（％） 
133.33 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ 学校ＩＣＴ機器等整備業務【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育政策課 
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④ 校務用ＩＣＴ機器等管理運営業務 担当課 教育政策課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
102,858 

◆全小・中学校に配備した校務用コンピ

ュータの管理運営を行う。 

◆学校情報セキュリティポリシーに基

づく資産管理及びウイルス対策の要

件を実現するため、専用ソフトウェア

の利活用による情報セキュリティレ

ベルの維持・向上を図る。 

◆資産管理ソフトウェアによる機器の

状況及びソフトウェアライセンス等

を管理する。 

◆ネットワーク強靭化のため、教育系と

本庁系ネットワークの分断に伴い、学

校で本庁系ネットワークを使用でき

るコンピュータの配備を行う。 

◆校務用コンピュータについては、教職

員（常勤）１人につき１台の整備のた

め、各学校の整備台数を把握し、適切

に配備した。また、常勤の教職員を除

く、非常勤の教職員等が共用で使用す

る校務用コンピュータを、引き続き全

小・中学校に１台以上配備した。 

◆ネットワーク強靭化のため、教育系と

本庁系ネットワークが分断された。こ

のため財務会計システムを使用でき

る本庁系コンピュータを、各校３台以

上配備した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

ネットワーク障害、パスワ

ード等の漏洩等がなく、セ

キュリティを確保できた

校務用コンピュータの台

数 

（目標値の根拠） 

リース管理している端末

機器の総数 

実績値 

（台） 
2,780  

目標値 

（台） 
2,780  

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

④ 校務の情報化推進事業 担当課 教育政策課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
21,597 

◆校務支援システムを導入し、学校にお

ける児童・生徒の情報を電子化して一

元管理し、その情報を通知表、指導要

録、出席簿等の作成や、成績・保健管

理等に活用することで、教職員の事務

を軽減し、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

教育の質の向上を図る。また、個人情

報等を含むデータをサーバにより一

元管理することで個人情報の持ち出

しを防ぎ、学校内の情報セキュリティ

の向上を図る。 

◆平成 30 年２月に、校内システム担当

者や教務主任等を対象に、年度移行を

円滑に行うための研修を行った。 

◆平成 30 年２月に全教職員を対象に、

システムを使用する上での困難さや

事務負担の軽減等についての実感を

問うアンケートを実施した。アンケー

トの結果を分析した結果、「成績処

理・通知表作成」、「指導要録作成」、

「出席簿作成」において、事務負担軽

減に効果があったと思う教員の割合

が、平成 28 年の同調査と比較し

20.0％、平成 29 年度の同調査と比較

し 3.9％上昇した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

教職員向けのアンケート

調査において、通知表の作

成事務にかかる時間が５

時間未満の割合 

（目標値の根拠） 

導入当初に設定した目標

（教員の４人に１人がシ

ステム導入以前の平均時

間である 10 時間の半分以

下の時間数を基準として

設定） 

実績値 

（％） 
25.60 

目標値 

（％） 
25.00 

達成割合 

（％） 
102.40 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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⑤ 学校給食事業 担当課 おいしい給食課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
1,379,062 

◆全小学校の児童を対象に、２箇所の共

同調理場及び 28 箇所の単独調理場に

おいて調理、配送、食器・食缶等の洗

浄、物資搬入管理、衛生・安全管理等

の業務を直営または委託で実施する

とともに、米飯の炊飯や検便等の業務

について業務委託により実施する。 

◆全中学校の生徒を対象に、第一学校給

食共同調理場において調理、配送、食

器・食缶等の洗浄、物資搬入管理、衛

生・安全管理等の業務を委託で実施す

るとともに、米飯の炊飯や検便、施設

の機械警備等の業務について業務委

託により実施する。 

◆中学校給食は、平成 28 年度から選択

制ランチボックス方式により希望す

る生徒への提供を行っている。 

◆児童・生徒の身体の健全な発達に資す

るため、３箇所の共同調理場及び 28

箇所の単独調理場で、安全で栄養バラ

ンスのとれた美味しい学校給食を確

実に児童・生徒へ提供できた。 

 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

小・中学校給食提供食数 

（目標値の根拠） 

年間の給食提供食数。 

小学校は、（１学期始業式

現在の児童、教職員数）×

平均給食実施日数 

中学校は、全生徒数×目標

喫食率×平均給食実施日

数 

実績値 

（食） 
4,923,900 

目標値 

（食） 
5,000,549 

達成割合 

（％） 
98.47 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑤ 中学校給食充実事業 担当課 おいしい給食課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
8,543 

◆選択制の中学校給食について、喫食率

向上に向けた取り組みを進める中で、

生徒・保護者の意向も踏まえ、全員喫

食への拡充を目指す。 

 

◆選択制での中学校給食の喫食率につ

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、平成 28年度 25.7％から

平成 29年度 32.2％に向上した。 

◆一方で、市長公約である全員喫食の実

現に向けての検討については、民間調

理事業者の意向調査を行い、参入意向

の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。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

中学校給食の喫食率 

（目標値の根拠） 

中学校給食の平成 29年度

目標喫食率 

実績値 

（％） 
32.20 

目標値 

（％） 
40.00 

達成割合 

（％） 
80.50 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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⑥ 第三学校給食共同調理場の老朽化対策事業 担当課 おいしい給食課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
27,485 

◆第三学校給食共同調理場の老朽化対

策のため、既存の小学校単独調理場６

箇所を共同調理場又は親子方式調理

場に転換し、今後必要となる調理・配

送能力を確保できるよう改築・改修を

行い、小学校給食の安定的・継続的な

提供を確保する。 

◆当初の計画どおり、基本設計・実施設

計が順調に進捗しているとともに、招

提小学校調理場の工事契約を締結し

た。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

基本設計・実施設計を完

了した学校数 

（目標値の根拠） 

平成 29 年度中に基本設

計・実施設計を完了する予

定の学校数 

実績値 

（校） 
２ 

目標値 

（校） 
２ 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 29年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

基本方策８に対する点検評価員の意見 

学びを支える教育環境の充実として、各学校の改修工事や学校トイレの整備、情報化の推進など

学校施設や学習環境の整備を行うとともに、安全で栄養バランスのとれた美味しい給食の提供に向

けても推進している。 

なお、今年６月に発生した大阪北部地震を起因としたコンクリートブロック塀の撤去等への対応

については、児童・生徒の安全が保たれるよう要望する。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提供と図書

館の充実 
社会が激しく変化し、複雑になる中で、生涯にわたり自らに必要な知識や能力を身に付けることが必

要となっています。そうしたことを支えるためには、子育て、健康・医療・介護、職業、情報社会、安

全・防災、環境問題など、様々な課題に関する学習機会が生涯にわたって提供されることが必要です。 

それぞれの分野における様々な行政部門・団体との連携を強めながら、特に基礎的な知識・技術の学

習機会の提供に取り組みます①。 

図書館においては、資料の計画的・系統的な収集など②の基礎的な図書館サービスを充実するととも

に、居心地の良い図書館空間の提供③と図書館内外への積極的な情報提供などにより、市民の生活及び

職業上の課題や地域課題の解決のための支援を強化します④。 

また、読書が果たす重要な役割を踏まえ、学校図書館に対する中央図書館の支援を強化する⑤ととも

に、子どもの読書活動の推進のための取り組みや、成人の読書習慣と情報活用能力の向上に取り組みま

す⑥。 

 

主要事業の状況 

① 社会教育活動推進事業 担当課 社会教育課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
8,752 

◆社会教育基礎講座…人が地域で生活

していくために必要な基礎的な知識

や技術の習得の機会を提供する。 

◆家庭教育支援事業…自分の子育てを

振り返る機会を提供し、“気づき”を

促す。また、親と子が協力し一つのこ

とを成し遂げたり、何かを作ったりす

ることで、コミュニケーションを図

り、父親の家庭教育への参加を促す講

座を開催する。 

◆社会教育（人権）講座等…お互いの違

いを理解し、尊重することの大切さに

ついて考える機会の提供などを行う

講座を開催する。 

 

 

 

平成 29 年度は『地域のなかの自分』を
共通のテーマに設定し、以下の事業を実
施した。 
◆社会教育基礎講座は、「巨大災害に備
えるために～地域でわたしたちがで
きること～」に 56 人（定員 100人）、
「子どもたちの遊びを守るために～
地域でつくる、子どもにとって安全な
まちづくり～」に 24人（定員 40人）
の参加があった。 

◆家庭教育支援事業は、「親子でつくっ
てあそぼう！竹水鉄砲作りに挑戦」に
12 組 30 人（定員 30 人）、「親子で楽
しく学ぶ『おこづかい講座』に 12 組
27人（定員 30人）、「貧困とひとりぼ
っちのないまち～子どもたちとつく
る～」に 31人（定員 40人）、「自分の
怒りと上手に向き合う方法」に 30 人
（定員 30人）、枚方市ＰＴＡ協議会と
の共催の教育講演会「レモンさんの
We are シンセキ！～お陰様とお互い
様、みんなで育てるみんなの子ども
～」に 135人（定員 170人）、親学び
リーダーを派遣した講座に 10 人（定
員 10人）の参加があった。 

◆社会教育（人権）講座は、「識字･日本
語教室の役割を考える～大阪市「よみ
かき茶屋」の事例から～」に 58人（定
員 50人）、地域国際化アドバイザー派
遣事業「多文化共生の地域（まち）づ
くり～共に地域で暮らす“仲間”とし
て、災害時にできること～」に 32 人
（定員 150人）、また、枚方市日本語・
多文化共生教室「よみかき」事業にお
いて、学習者を援助し共に学びあう者
を養成する「指導員養成講座」（全７
日間、13 講座）に延べ 334 人（延べ
定員 290人）の参加があった。 

◆上記事業の合計として、参加者は延べ

767 人（延べ定員 940 人）、参加率

81.6％であった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

社会教育活動推進事業の

募集人数に対する参加人

数の割合 

（目標値の根拠） 

参加割合の目標値を 80％

とする 

実績値 

(％） 
81.6 

目標値 

（％） 
80.0 

達成割合 

（％） 
102.00 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

② 図書館資料購入事務 担当課 中央図書館 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
132,361 

◆入門書から専門書に至る難易度ごと

の蔵書バランスを意識した資料及び

教養を高める資料や市民のニーズ等

を踏まえた、あらゆる分野にわたり正

確で新しい情報を提供できる資料を

計画的に購入する。 

◆図書館の蔵書となる図書を児童書

11,870 冊、一般書 24,500 冊、合計

36,370冊購入した。 
実績値 

及び 

目標値 

の説明 

図書購入冊数 

（目標値の根拠） 

平成 24年度～平成 26年度

の図書購入冊数の平均 

実績値 

（冊） 
36,370  

目標値 

（冊） 
36,000  

達成割合 

（％） 
101.03 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

 

③ 香里ケ丘図書館建替事業 担当課 中央図書館 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
20,745 

◆平成 29 年度に解体・基本設計を完成

し、現香里ケ丘図書館を閉館する。平

成 30 年度から現図書館を解体し、香

里ケ丘中央公園の擁壁工事完了後、図

書館建物を建設する。 

◆公募型プロポーザル方式で設計事業

者を募集し、香里ケ丘図書館設計事業

者選定審査会の答申を受けて設計事

業者を選定した。 

◆新香里ケ丘図書館建設に向けた基本

設計を作成した。 

◆香里ケ丘図書館を平成 30 年２月 28

日で休館、３月から自動車文庫による

代替サービスを開始し、平成 30 年４

月からサービスを開始する、南部生涯

学習市民センター内の「香里ケ丘図書

館代替サービススポット」の運用準備

を行った。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

香里ケ丘図書館建替事業

期間（平成 28年４月１日

～平成 32 年３月 31 日）

における、事業の進捗割

合 

（目標値の根拠） 

事業完了を 100％とし、完

了予定である平成 31 年度

までの４年間で割った数

値 

実績値 

（％） 
50.00 

目標値 

（％） 
50.00 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度 12月補正実行計画 

関連計画 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 
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④ 分館・分室巡回業務 担当課 中央図書館 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
10,155 

◆各図書館・分室が所蔵している図書館

資料を、市民が希望する図書館・分室

で貸出・返却が出来るよう中央図書館

を起点に各図書館・分室を巡回する図

書館資料の運搬を委託により実施し

ている。 

◆中央図書館と各図書館分館・分室を巡

回する図書館資料の運搬を委託によ

り実施した。 

 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

分館・分室の巡回日数 

（目標値の根拠） 

平成 29年度当初に予定し

ていた年間巡回回数 

実績値 

（日） 
302  

目標値 

（日） 
302  

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑤ コンピュータシステム運営事業 担当課 中央図書館 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
41,593 

◆図書館コンピュータシステムにより

中央図書館、分館、分室をオンライン

で結び、蔵書管理、貸出返却業務、イ

ンターネットによる蔵書検索サービ

スや予約サービス等を行う。 

◆平成 30 年度の分館の機器更新に向

け、準備を進めた。実績値はインター

ネット及び館内利用者端末を利用し

た年間予約件数 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

インターネット予約件数 

（目標値の根拠） 

平成 24年度～平成 26年度

のインターネット予約件

数の平均 

実績値 

（件） 
497,594 

目標値 

（件） 
580,000 

達成割合 

（％） 
85.79 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑥ 中央図書館運営事業 担当課 中央図書館 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
285,595 

◆幅広い分野の図書館資料を所蔵し、各

図書館、分室、自動車文庫の貸出を支

援するとともに、他の公共図書館との

相互貸借、参考業務、児童サービスな

どの中心となり各種図書館サービス

を行う。 

◆（中央図書館）年間開館日数：295日、

貸出冊数：866,259冊、予約受付件数

（個人）：53,310 冊、延利用者数：

282,086人 

◆夏休み期間に「子ども司書講座」の開

催、枚方市こども夢基金を活用して、

７月 22 日から８月６日まで絵本作家

の三浦太郎氏を迎え、親子で楽しめる

ワークショップと、絵本作成秘話など

の話を聞くトークショー、文章コンク

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

中央図書館来館者数 

（目標値の根拠） 

平成 24年度～平成 26年度

の中央図書館来館者数の

平均 

実績値 

（人） 
487,304 

目標値 

（人） 
591,867  
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ールを開催。３月には中学生を対象と

した「ビブリオバトル」を開催し、７

校から 18名の参加があった。 

達成割合 

（％） 
82.33 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

 

⑥ 読書活動推進事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 

基本方策９に対する点検評価員の意見 

基礎的な知識・技術の学習機会を提供するために、対象を明確にした特色ある講座や事業の実施

に努めていることが理解できる。 

また、図書館に関しては、必要な図書資料の確保や老朽化した図書館の建て替え事業など、充実

した図書館運営を行っている。 
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基本方策 10 文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づく

りの推進 
一人ひとりの市民が多様な個性・能力を開花させ、人生を豊かにすることができるようにするために

は、豊かな文化・芸術にふれ、自然との関わりを持つことが大切です。 

また、市民のふるさと意識やまちへの愛着を育むには、まちの歴史文化への理解を深めることが必要

です。 

さらに、社会の高齢化が進む中で、生涯にわたって健やかな生活を過ごすことを可能にするためには、

健康な運動習慣を確立することが必要です。 

社会教育と学校教育の連携を強化し、子どもたちが文化・芸術や自然の中での活動など、様々な体験

ができる機会を確保します①。 

このような機会を提供することで、子どもたちをはじめとする市民が文化･芸術についての関心を深

め、そこに喜びや楽しみを感じられるような環境整備②に努めます。 

また、文化財等の適切な保存を進める③とともに、特別史跡百済寺跡などの貴重な歴史文化遺産を生

かし④て、子どもたちや市民の郷土の歴史への理解を深める⑤とともに、歴史の薫り豊かなまちづくりや

文化観光への活用・発展を進めます⑥。 

また、各種スポーツ・レクリエーション活動の充実⑦やスポーツ環境の整備に取り組む⑧とともに、健

康の維持増進を図るため、身近なところで誰もが取り組める健康スポーツの推進に取り組みます⑨。 

 

主要事業の状況 

① 社会体育施設利用促進事業【再掲】※基本方策２に記載 担当課 スポーツ振興課 

 

② 文化財啓発普及事業【再掲】※基本方策２に記載 担当課 文化財課 

 

③ 文化財保護管理事業 担当課 文化財課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
45,876 

◆埋蔵文化財の発掘調査及び出土した

遺物を調査・復元・整理・保存科学処

理等行う。 

◆市内に残る民具などの民俗資料を収

集し整理保管する。 

◆茄子作遺跡・藤田山遺跡・蹉跎東文化

財収蔵庫・伝王仁墓等の文化財用地の

草刈り等を行い保護管理する。 

◆発掘調査により出土した遺物の整

理・復元等や保存科学処理、民俗文化

財の収集整備を行った。また、茄子作

遺跡、藤田山遺跡、蹉跎東文化財収蔵

庫、伝王仁墓等で、年２回の草刈りや

樹木の剪定を行った。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

文化財管理用地の草刈・

樹木剪定等の実施面積 

（目標値の根拠） 

文化財管理用地の草刈・

樹木剪定等が必要な全面

積 

実績値 

（㎡） 
11,849 

目標値 

（㎡） 
11,849 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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③ 市指定文化財補助事業 担当課 文化財課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
1,029 

◆建造物の所有者に 40,000 円、建造物

を除く有形文化財又は記念物の所有

者に 20,000 円を交付する。これによ

り、市指定文化財の保存管理を支援す

る。 

◆廃渚院観音寺鐘楼・梵鐘など３件の建

造物と、意賀美神社の算額など建造物

を除く有形文化財及び記念物 10 件に

交付した。 
実績値 

及び 

目標値 

の説明 

市指定文化財を管理・保

存するために交付する補

助金の件数 

（目標値の根拠） 

市指定文化財の管理・保

存するために交付する補

助金の申請件数 

実績値 

（件） 
13 

目標値 

（件） 
13 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

④ 特別史跡百済寺跡再整備事業 担当課 文化財課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
83,191 

◆平成 16年度に測量調査実施、平成 17

年度から平成 25 年度の９年間で発掘

調査を行い、並行して整備準備を行

う。また、再整備に向け、平成 24 年

度から平成 25 年度に基本計画の策定

と基本設計を行う。平成 26 年度に実

施設計を行い、平成 27 年度より再整

備工事に着手している。 

◆平成 17年度から平成 25年度にかけて

再整備に向けて発掘調査を実施。平成

29 年度は堂塔院内の東塔・中門基壇

を当時の基壇外装である切石壇正積

基壇で復元し、西塔・金堂基壇を法面

整形した後、芝を張って立体表示し

た。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

当該年度の事業進捗割合 

（目標値の根拠） 

当該年度の事業進捗割合

の完全実施 

実績値 

（％） 
100.00 

目標値 

（％） 
100.00 

達成割合 

（％） 
100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑤ 市史編さん年報発行事務 担当課 文化財課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
9,293 

◆歴史資料の収集・整理・保存並びに市

民の歴史に関する照会及び資料利用

等の要望に応えるとともに、枚方市史

年報を発行する。 

◆近世文書の複写版作成を 18冊（3,333

コマ）、郷土資料・行政刊行物・歴史

図書等の歴史資料を 595 冊収集・整

理・保存した。また、枚方市史年報第

20号を発行した。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

市史関係の照会及び市史

資料の利用件数 

（目標値の根拠） 

直近 10 年間のうち、利用

件数上位５年の平均値 

実績値 

（件） 
284 
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目標値 

（件） 
315 

達成割合 

（％） 
90.16 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑥ 枚方宿鍵屋資料館維持管理事業 担当課 文化財課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
26,077 

◆枚方宿鍵屋資料館指定管理業務とし

て調査研究展示業務や利用促進に関

する業務、利用料金に関する業務、施

設及び設備の維持管理に関する業務

を行っている。また、学校教育との連

携も図り、小学校の社会科学習の場と

して活用している。また、施設利用の

向上を図るＰＲや企画を実施する。 

◆調査研究及び展示として、企画展、歴

史講座、伝統芸能の公演などを開催し

た。また、小学校の団体見学や一般の

団体来館者を積極的に受け入れ、学芸

員が展示解説を行うなど来館者の確

保に努めた。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

年間入館者数 

（目標値の根拠） 

指定管理者を公募におけ

る指定管理料限度額の積

算にあたり、年間 12,000

人分を目標額と設定して

いる。 

実績値 

（人） 
11,397 

目標値 

（人） 
12,000 

達成割合 

（％） 
94.98 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑥ 旧田中家鋳物民俗資料館維持管理事業 担当課 文化財課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
96,191 

◆旧田中家鋳物民俗資料館は、大阪府有

形文化財の田中家鋳物工場と主屋を

移築復原し、鋳物の歴史と民俗文化財

を展示する資料館である。 

◆資料館の運営業務は、公益財団法人枚

方市文化財研究調査会に委託してい

る（平成 29年度で終了）。 

◆平成 20 年にオープンした体験工房で

は、「鋳物づくり」、「彫金」や「七宝

焼」などが体験できる主催講座を開催

するほか、工芸などの創作活動を行う

サークル等に有償（一部減免あり）で

工房及び付属設備を貸し出している。 

◆平成 28年 10月から休館し、耐震・改

修工事及び鋳物工場の展示リニュー

アル、復元竪穴住居の屋根葺替を実施

している。 

◆平成 28年 10月から実施した耐震・改

修工事及び鋳物工場の展示リニュー

アルが完了し、平成 29年 10月３日に

リニューアルオープンした。その後、

半年間で小学校の団体見学は 23 校

(2,114名)に上った。 

◆復元竪穴住居の屋根葺替は耐震・改修

工事の終了した平成 29年９月から 11

月にかけて実施した。 

◆寺子屋講座などの実施と体験工房の

利用促進を進め、利用者の増加を図っ

た。また、小学校からの体験学習の受

け入れと出前講座等を実施し、学校と

の連携を進めた。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

年間入館者数 

（目標値の根拠） 

平成 27年度の実績(上半期

の展示施設入館者数＋年

間の工房利用者数)をもと

に設定 

実績値 

（人） 
6,675 

目標値 

（人） 
5,700 

達成割合 

（％） 
117.11 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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⑦ 市民スポーツカーニバル開催事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
4,172 

◆体育協会、スポーツ推進委員協議会、

レクリエーション協会等様々な団体

の協力を得て、総合スポーツセンタ

ー、渚市民体育館、伊加賀スポーツセ

ンター、野外活動センターで市民の体

力向上と健康増進をはかるため、多彩

なメニューを工夫して、多くの市民参

加のもと事業を実施している。 

◆公益財団法人枚方体育協会、スポーツ

推進委員協議会等の協力を得て、渚市

民体育館、伊加賀スポーツセンター、

野外活動センターの３施設で体力測

定やスポーツ体験会等を実施した。ま

た、平成 29 年度は初めてキンボール

や軽体操、ニュースポーツの体験会を

実施した。例年実施している総合スポ

ーツセンターでは、市民スポーツカー

ニバルプログラムの１つとして、トッ

プアスリートとのふれあい事業（サッ

カー・バレーボール体験教室、バレー

ボールＶリーグ招待試合）を実施し

た。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

参加人数 

（目標値の根拠） 

各施設の昨年度実績 

実績値 

（人） 
2,720 

目標値 

（人） 
2,723 

達成割合 

（％） 
99.89 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 

施策目標６ 誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑦ 各種スポーツ大会等開催事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
37,122 

◆各種競技大会（総合体育大会等）の運

営を公益財団法人枚方体育協会に委

託し、実施。 

◆市内高校バレーボール大会を実施し、

同競技の振興と青少年の健全育成を

図る。 

◆ラグビーカーニバルを公益財団法人

枚方体育協会に委託して実施。 

◆各種競技大会（総合体育大会等）の運

営を公益財団法人枚方体育協会に委

託し、実施した（参加者：23,987人）。 

◆市内高校バレーボール大会を実施し

た（参加者：394人）。 

◆ラグビーカーニバルを公益財団法人

枚方体育協会に委託し、実施した。（参

加者：537人） 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

各種大会等参加者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
24,918 

目標値 

（人） 
24,316 

達成割合 

（％） 
102.48 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 

施策目標６ 誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑧ サプリ村野スポーツセンター維持管理事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
12,424 

◆旧村野小学校跡を整備しリニューア

ルオープンしたサプリ村野スポーツ

センター（運動広場、体育館、多目的

体育室１～４）の管理運営を行い、生

涯スポーツの活動の機会と場を提供

することで、市民の健康の増進と体力

の向上を図る。 

◆施設使用にかかる窓口業務等につい

ては、サプリ村野ＮＰＯセンターとあ

わせて、特定非営利活動法人ひらかた

◆利用者数は、団体使用が 72,229 人、

個人使用が 3,013人であった。 実績値 

及び 

目標値 

の説明 

利用者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
75,242 

目標値 

（人） 
66,930 
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市民活動支援センターへ委託し、実施

している。 
達成割合 

（％） 
112.42 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑧ 伊加賀スポーツセンター維持管理事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
56,959 

◆伊加賀スポーツセンターの指定管理

者による効果的・効率的な管理運営。

指定管理者が実施する各種スポーツ

教室によるスポーツ機会の提供。 

◆事業計画に基づき施設の管理運営業

務が概ね良好に行われている。利用者

数は運動広場が 36,909 人、体育館が

132,522 人、テニスコートが 40,688

人であった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

利用者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
210,119 

目標値 

（人） 
212,882 

達成割合 

（％） 
98.70 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑧ 渚市民体育館維持管理事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
70,285 

◆渚市民体育館の指定管理者による効

果的・効率的な管理運営。指定管理者

が実施する各種スポーツ教室による

スポーツ機会の提供。 

◆事業計画に基づき施設の管理運営業

務が概ね良好に行われている。利用者

数は団体が 86,015人、個人が 49,056

人であった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

利用者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
135,071 

目標値 

（人） 
130,746 

達成割合 

（％） 
103.31 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 

市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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⑧ 総合スポーツセンター維持管理事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
94,964 

◆総合スポーツセンターの指定管理者

による効果的・効率的な管理運営。指

定管理者が実施する各種スポーツ教

室によるスポーツ機会の提供。 

◆事業計画に基づき施設の管理運営業

務が概ね良好に行われている。利用者

数については、総合体育館が 196,455

人、陸上競技場が 62,620 人、藤阪テ

ニスコートが 14,888 人、藤阪中央公

園テニスコートが 9,476人、春日テニ

スコートが 36,160人であった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

利用者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
319,599 

目標値 

（人） 
300,410 

達成割合 

（％） 
106.39 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑧ 東部公園整備事業(スポーツ振興課） 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
10,747 

◆硬式野球ができる野球場の整備や施

設維持を行う。管理運営に必要な備品

の整備。 

◆内規に基づき、硬式・軟式野球団体の

大会調整を行った上で、一般受付を行

い、323件の利用があった。また９月

から３月にかけて、ナイター照明設置

工事が行われた。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

使用件数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績（月平均） 

実績値 

（件） 
64.60 

目標値 

（件） 
62.42 

達成割合 

（％） 
103.50 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑧ スポーツ振興課所管体育施設維持管理事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
6,536 

◆淀川河川敷グラウンド（磯島・牧野）、

ゲートボール場（19 箇所）の維持管

理を実施。 

◆淀川河川敷グラウンドは、国の許可を

得て、市民団体に貸し出している。 

◆ゲートボール場は、施設ごとに使用者

（地域団体）と協定を締結し、日常的

な維持管理は使用者が行っている。 

◆磯島グラウンドの利用者数は 45,538

人、牧野グラウンドの利用者数は

15,412 人であった。また、ゲートボ

ール場については、利用者からの申し

出があり、２箇所を閉鎖した。また、

相撲場の修繕を行った。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

利用者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
60,950 

目標値 

（人） 
60,807 

－44－



達成割合 

（％） 
100.24 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、

感動できるまち 
評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑨ スポーツ推進事業 担当課 スポーツ振興課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
7,040 

◆スポーツ基本法第 10 条に基づき、本

市の実情に即したスポーツの推進に

関する計画を策定し、体力づくりや健

康増進とあわせて介護予防などに効

果的なスポーツ振興に関する事業を

総合的・計画的に推進する。 

◆策定された枚方市スポーツ推進計画

に基づき、関係部署と連携を図りなが

らスポーツ施策を推進した。枚方市を

ホームタウンとするパナソニックパ

ンサーズと連携協定を締結した。また

相撲場の修繕を行った。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

スポーツ活動者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
1,128,501 

目標値 

（人） 
1,168,701 

達成割合 

（％） 
96.56 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 

施策目標６ 誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

基本方策 10に対する点検評価員の意見 

文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づくりの推進という基本的な方策に対し、枚方市は

多くの文化的施設を有し、市民が文化・芸術・歴史に親しめる環境が整備され有効的に活用されて

いる。 

また、市民スポーツカーニバルや各種スポーツ大会等の開催を通じて、多くの市民がスポーツに

ふれあう機会を提供するとともに、整備されたスポーツ施設を活用したスポーツの推進に積極的に

取り組んでいる。 
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その他の主要事業 

１ 児童の放課後対策事業 担当課 社会教育課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
5,843 

◆全ての就学児童が放課後等を安全・安

心に過ごし、多様な体験･活動を行う

ことができるよう、国は平成 26 年７

月に「放課後子ども総合プラン」を策

定し、一体型を中心とした放課後児童

クラブ、及び全児童を対象とする放課

後子供教室の計画的な整備等を進め

ることを求めている。国のプランの考

え方、本市の児童の放課後のありかた

に関する基本的な考え方、本市の取り

組みの実績等を踏まえ、さらにさまざ

まな立場からの意見を聴取し、対象と

なる児童及び保護者の実態及びニー

ズ等も把握しながら、子どもにとって

望ましい「放課後」を実現していくた

めに「児童の放課後対策に関する基本

計画」を策定し、本市の実情に即した

児童の総合的な放課後対策の計画的

な整備を適切かつ円滑に行う。 

◆教育委員会の庁内委員会として、６月

に「児童の放課後対策検討委員会」を

設置。（検討委員会を５回、幹事会を

５回、プロジェクトチーム会議を９回

開催） 

◆教育委員会の附属機関として、９月に

「児童の放課後対策審議会」を設置

（委員 11 人）し、子どもにとって望

ましい「放課後」の実現に向け、本市

の実情に応じた総合的な放課後対策

を推進するため、「児童の放課後対策

に関する基本計画」に策定について、

教育長が諮問。審議会から、平成 30

年１月に「中間まとめ」の報告を受け

た。（５回開催） 

◆留守家庭児童会室の利用実態や児童

及び保護者のニーズ把握を目的とす

る「留守家庭児童会室の利用等に関す

るアンケート」について、留守家庭児

童会室に入室している児童とその保

護者 4,063 人を対象として 10月に実

施。回収率は、児童用 88.9％（3,612

人）、保護者用 89.0％（3,618人）。 

◆審議会から報告を受けた「中間まとめ

（平成 30年１月）」等を踏まえ、平成

30 年度は、全小学校からブロック別

に各１校、計４校（蹉跎、津田、山田、

樟葉北）において「放課後子ども教室

モデル事業」を実施することとし、学

校及び関係団体等との調整を行い、平

成 30年３月、「放課後子ども教室モデ

ル事業」実施要領等を確定。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

保護者用アンケート調査

の配付数に対する回収数

の割合 

（目標値の根拠） 

アンケート調査の回収率

の目標値を 85％とする 

実績値 

（％） 
89.00 

目標値 

（％） 
85.00 

達成割合 

（％） 
104.71 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

２ 留守家庭児童会室整備事業 担当課 放課後子ども課 

概 要 実 績 事業費計 

（千円） 
179,039 

◆平成 29 年度からの対象学年の段階的

拡大に向け、入室児童数の増加に対応

するために必要な施設整備を行う。 

◆磯島及び桜丘留守家庭児童会室の増

築工事を終了し、平成 30 年度４月１

日より供用を開始した。また、留守家

庭児童会室の平成30年１月 31日現在

の待機児童数は０人となった。 

実績値 

及び 

目標値 

の説明 

留守家庭児童会室建替等

件数 

（目標値の根拠） 

留守家庭児童会室施設整

備計画のとおり 

実績値 

（件） 
２ 

目標値 

（件） 
２ 

達成割合 

（％） 
100.00 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

その他の主要事業に対する点検評価員の意見 

 その他の事業としては、全ての就学児童が放課後を安全・安心に過ごせるよう、児童の放課後対

策に取り組まれており、今後、子どもにとって望ましい「放課後」を実現していくため、審議会や

アンケート調査での意見聴取等を充分に行い、事業を推進していただきたい。 
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７．枚方市教育委員会の平成 29年度の活動の概要  

枚方市教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命した教育長と４人の委員により組織される合

議制の執行機関であり、その権限に属する教育に関する事務を管理執行しています。教育長は教育委

員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。教育長の任期は３年、委員の任期は４年です。 

 

【教育委員会の構成】                         （平成30年３月31日現在） 

職 名 氏 名 任 期 

教 育 長 奈 良  渉 平成28年４月１日～平成31年３月31日 

教育委員 神田 裕史 平成29年４月１日～平成33年３月31日 

教育委員 吉村 雅昭 平成28年９月27日～平成30年３月31日 

教育委員 橋野 陽子 平成28年４月１日～平成32年３月31日 

教育委員 谷元 紀之 平成28年９月27日～平成31年３月31日 

 

（１）平成29年度教育委員会定例会・臨時会の開催実績 

教育委員会の会議は原則として毎月定例会を開催し、必要に応じて臨時会を開催しています。定

例会とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条の規定に基づき、枚方市教育委員会会

議規則第２条第２項の規定により毎月１回開催する会議です｡臨時会は､同規則第２条第３項の規定

により臨時に開催する会議です。 

 

（２）平成 29年度教育委員会協議会案件 

教育委員会協議会は、枚方市教育委員会会議規則第18条の規定により、委員会の所管事項につい

て、教育長から報告を受ける必要があると認めるとき、又は特定の事項について調査、研究等の必

要があると認めるときに開催する会議です。 

 

【平成 29年度教育委員会定例会・臨時会の開催実績及び協議会案件】 

区分 年 月 日 
日数 

(日) 

出席 

委員数 

(人) 

審  議  内  容 （件） 協議会

案件数 原案 

可決 

修正 

可決 
選挙 承認 

不 

採択 
継続 聴取 計 

平成29年第４回 

定例会・協議会 
平成29年４月21日 １ ５ - - - １ - - - １ １ 

平成29年第５回 

定例会・協議会 
平成29年５月24日 １ ５ ２ - - - - - １ ３ ７ 

平成29年第６回 

定例会・協議会 
平成29年６月26日 １ ５ ２ - - １ - - - ３ １ 

平成29年第７回 

定例会・協議会 
平成29年７月24日 １ ５ ３ - - １ - - - ４ ２ 
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区分 年 月 日 
日数 

(日) 

出席 

委員数 

(人) 

審  議  内  容 （件） 
協議会

案件数 原案 

可決 

修正 

可決 
選挙 承認 

不 

採択 
継続 聴取 計 

平成29年第８回 

定例会・協議会 
平成29年８月21日 １ ５ ４ - - １ - - - ５ ９ 

平成29年第９回 

定例会・協議会 
平成29年９月26日 １ ５ ３ - - １ - - - ４ ２ 

平成29年第10回 

定例会・協議会 
平成29年10月25日 １ ５ - - - １ - - - １ - 

平成29年第11回 

定例会・協議会 
平成29年11月20日 １ ５ ４ - - １ - - １ ６ ４ 

平成29年第12回 

定例会・協議会 
平成29年12月21日 １ ５ ２ - - １ - - - ３ - 

平成30年第１回 

定例会・協議会 
平成30年１月26日 １ ５ ３ - - １ - - - ４ １ 

協議会のみ 平成30年１月31日 １ ５  １ 

平成30年第２回 

定例会・協議会 
平成30年２月９日 １ ５ ３ - - ２ - - - ５ 10 

平成30年第３回 

定例会・協議会 
平成30年３月13日 １ ５ ２ - - １ - - - ３ １ 

 

（３）平成29年度教育委員会の活動状況 

 会議・行事等 出席回数 

① 学校関係（式典、行事等） 19回 

② 学校関係（授業視察等） 24回 

③ 教育委員会関係（式典、会議、行事等） 93回 

④ 枚方市、市議会、各種団体関係（式典、会議、行事等） 34回 

⑤ 教育長協議会、会議研修等 16回 

⑥ 教育委員研修会等 ７回 

 合計 193回 
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