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平成 28年度枚方市教育委員会の主要事業等の進捗状況について 

 

市教育委員会では、第５次枚方市総合計画、枚方市教育大綱を踏まえ、枚方市教育振興基本

計画を策定しています。計画では、本市教育のめざすべき教育、教育目標を設定し、取り組み

の基本的な方向性を示す 10の基本方策を定めています。 

 基本方策の具体化を図るための取り組みについては、計画において、毎年、６月を経過した

時点の進捗状況をまとめ、市民に公表するものと定めており、このたび、平成 28年９月 30日

現在における平成28年度枚方市教育委員会の主要事業等の進捗状況等についてとりまとめを行

いましたので、市民に公表するものです。 

 

■基本方策と主要事業の一覧表 

基本方策 ㌻ 主要事業 ㌻ 

１ 確かな学びと自立を育む教育の

充実 

１ 小中一貫教育推進事業 2 

基礎学力向上プロジェクト事業 
（放課後自習教室事業） 8 

英語教育推進事業 10 

読書活動推進事業 13 

2 豊かな心と健やかな体を育む教

育の充実 

3 学校給食における地元農産物利用促進事業 16 

食物アレルギー対応推進事業 18 

中学校給食充実事業 20 

小中一貫教育推進事業（再掲） 2 

学校園活性化事業 22 

枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業 24 

子どもの健康増進事業 25 

人権･平和教育推進事業 27 

３ 教職員の資質と指導力の向上 ５ 教育フォーラム開催事業 30 

枚方市教職員育成事業 32 

授業の達人養成・教科研究事業 34 

学校園活性化事業（再掲） 22 

４ 「ともに学び、ともに育つ」教

育の充実 

７ 支援教育充実事業 37 

５ 幼児教育の充実 ８ 預かり保育事業 42 

幼児教育教室事業 44 

６ 地域とともにある学校づくりの

推進 

９ 小中一貫教育推進事業（再掲） 
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基本方策 ㌻ 主要事業 ㌻ 

７ 学びのセーフティネットの構築 １０ 学校安全監視事業 48 

生徒指導充実事業 50 

教育相談実施事業 52 

不登校等対策事業 54 

通学路等安全対策事業 56 

８ 学びを支える教育環境の充実 １２ 教育の情報化推進事業 59 

学校園施設改善事業 61 

小中学校施設整備事業 62 

学校規模等適正化事業 64 

枚方小学校少人数教室等整備事業 65 

小学校給食調理場ドライ運用推進事業 66 

学校給食調理場老朽化対策検討事業 67 

９ 基礎的な知識・技術の学習機会

の提供と図書館の充実 

１４ 社会教育推進事業 69 

図書館分館への指定管理者制度の導入事業 71 

図書館サービスの推進事業 73 

子ども読書活動推進事業 75 

学校図書館支援事業 78 

障害者・高齢者サービスの推進事業 80 

図書館資料充実事業 82 

枚方地域コレクションの構築事業 84 

子どもに本を届ける事業 86 

10 文化・芸術・歴史・スポーツに

親しめる環境づくりの推進 

１６ 文化財啓発普及事業 89 

特別史跡百済寺跡再整備事業 91 

楠葉台場跡保存活用事業 93 

トップアスリートとのふれあい事業 94 

各種スポーツ大会等開催事業 96 

スポーツ推進事業 97 

野外活動センター活性化事業 98 

総合スポーツセンター駐車場拡張事業 99 

放課後児童対策事業 100 
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基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 

 

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。 

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、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。 

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、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とともに、学校図書館の活用によ

る言語能力の育成や、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。 

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○「小中一貫教育推進コーディネーター」の円滑な業務の遂行と、中学校英語科教員と小

学校担任による外国語活動を実施する時間を確保するため、非常勤講師を各中学校区に

配置した。10月からは、中学校英語科教員が小学校第 6学年の外国語活動の指導を行う。 

 

○教職員の指導力と学校力の向上のため、各中学校ブロックの教科等部会のリーダーを対

象に、7 月に大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 森田 英嗣 教授を講師に招聘し、

「教科研究講座（全体会）」を実施した。また、「確かな学び」育成 SP（小中一貫教育中

学校ブロック合同授業研究サポートプログラム）を策定し、10中学校ブロックに対して、

教育委員会の指導主事又は教育推進プランナーが 48回の学校支援訪問を行い、指導・助

言を行った。今後も、合同研究授業・研究協議会などへの支援を継続して行う。また、

学識経験者等、各教科等の専門家を講師に招聘し、「教科研究講座」を実施する。 

 

（１）基本方策の進捗状況 
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○小学校において、支援学級児童数を含む 1学級 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 学年まで実施するため、40 人の市費負担任期付教員の配置をし、よりき

め細かな指導を実践している。 

 

○グループ学習やＩＣＴの活用等による協働型・双方向型の授業の推進については、教育

委員会で策定した「Hirakata授業スタンダード 28」を基に、話し合いを重視したグルー

プ学習を取り入れた授業の充実や、「自学自習力支援システム」、タブレット型パソコン

などのＩＣＴを活用した授業の実践に取り組んだ。 

 

○キャリア教育については、児童・生徒が夢や志、望ましい勤労観・職業観を持ち、将来

社会人として自立し、主体的に進路を選択できるよう、教育活動全体を通じて系統的・

継続的な指導を推進している。また、中学校区において作成した全体指導計画に基づい

て取り組みを進め、その検証・改善を行っている。 
 

○コミュニケーション能力の育成のため、外国人の英語教育指導助手（ＮＥＴ）を中学校

に、日本人で英語が堪能な英語教育指導助手（ＪＴＥ）を小学校に配置するとともに、

ＮＥＴを小学校に派遣し自国の文化を紹介するモチベーションアッププロジェクトを実

施した。 

また、司書教諭と連携し、学校図書館の機能向上、充実を図るため、平成 27年度までの

3中学校区に加え、新たに 7中学校区を実践研究校区に指定し、学校司書を配置した。今

後も引き続き、配置校区の成果を検証し、全体で共有することで、さらなる学校図書館

の充実につなげていく。 

 

○課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び「アクティブ・ラーニング」の授業づ

くりの基本となる「Hirakata 授業スタンダード 28」について、教室等にポスターを掲

示するなどし、定着を図っている。 

今後も引き続き、全中学校ブロックにおいて、子どもたちの発達段階に応じた「授業ス

タイル（授業の進め方）」を研究し、教職員の指導力を高めていく。 
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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 

 

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。 

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、健やかな体が育まれる環境づくりを推進し

ます。 

さらに、心身を鍛錬し、豊かな心と社会性を養うため、文化・芸術に親しむ機会や、自

然を生かした野外活動など、体験活動を拡充させるとともに、部活動の充実を進めます。

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 
○小中学校、幼稚園（以下「学校園」）における人権教育の取り組みが、本市の「人権教育

基本方針」を踏まえたものとなっているか、20 小中学校の状況把握を行った。今後、残

りの学校園に対して状況把握を行う。 

全学校園の取り組み状況の実態を踏まえ、学校ごとの課題に対応した効果的な指導・支

援方策について検討していく。 

 

○体罰の根絶、いじめの未然防止等について、教職員を対象に研修を行い、教職員の人権

意識・人権感覚の向上に取り組んでいる。 

 

○関係部署等と連携して、小学校 7校の 4年生児童を対象に性別にかかわりなく自分も相

手も大切にし、尊重し合う意識と態度を身につけることを目的とした「ＤＶ予防教育プ

ログラム」実施している。 

 

○児童虐待の未然防止や対応のため、子ども総合相談センターと連携し、教職員を対象に

児童虐待防止研修等を実施した。 

 

○障害者差別解消法の施行を受け、「障害を理由とする差別の禁止」と「合理的配慮の不提

供の禁止」について校園長、人権教育担当者、支援教育担当者を対象に外部講師を招聘



4 

し、研修を実施した。 

 

○市内全小中学校において、「道徳の時間」の授業公開を行うなど、家庭や地域社会と連携

した道徳教育を行っている。 

 

○平成 28年 4月から選択制共同調理場ランチボックス方式による中学校給食の提供を開始

し、目標とする喫食率 50％の確保に向け、喫食率向上の取り組みを進めるとともに、全

員喫食の実現に向け、実施手法等の検討を進める。 

 

○学校給食のアレルギー対応について、平成 28年度より開始した中学校給食では 7大アレ

ルゲンを使用しない代替食を毎日提供している。 

また、小学校給食では「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、

小学校給食について除去食の調理や学校での対応を進めており、今後、アレルゲンの誤

食リスクを回避しより一層の安全を確保するため、「食物アレルギー対応用献立表」の様

式など、マニュアルの見直し等について検討を進める。 

 

○各学校が作成した「食に関する指導の全体計画」に基づき、各学校の実態に応じて、授

業や給食の時間を通して、子どもたちの食に対する理解や関心が深まるように食育を総

合的に実施している。 

 

○全学校園において、菊花展等に出展するため、1学期から準備を進めている。教育委員会

主催事業として、小学校合同音楽会、小学生陸上競技大会を実施した。引き続き、子ど

もたちの学習の成果を発表する場等として、教育委員会主催事業を開催する。  

更なる部活動の充実を図るため、部活動指導協力者の各中学校における活用回数を今年

度、400回に増加した。今後も継続して各中学校の状況に応じた支援を進めていく。 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 

 

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、明日の枚方の教育を担う教職員を育成します。 

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。 

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○教職員の経験・職務に応じた「基本研修」を 121 回、教育課題や教科等の専門性を高め

る「専門研修」を 52回、合計 173回の教職員研修を実施した。小中学校初任者や 2年目

小中学校教員など経験の浅い教員が実施する校内での研究授業への指導・助言及び、「『確

かな学び』育成 SP」による中学校ブロックでの合同授業研究への指導・支援、学校運営

への支援等を 544 回実施した。今後も、研修計画（カリキュラム）に基づき、テーマ、

重点項目の達成に向けた教職員修の充実・推進に取り組む。 

 

○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の育成を目的とした「授

業の達人養成講座」を 7月から 9月にかけて 3回実施した。 

今後は、今年度の講座受講者 29 名による研究授業を行い、全小中学校に授業づくり・授

業改善に向けた取り組みを発信するとともに、先進地域、先進校への視察研修やアクテ

ィブ・ラーニングの実践方法等、さらなる授業力向上を図る講座を実施していく。 
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○教職員の指導力と学校力の向上のため、各中学校ブロックの教科等部会のリーダーを対

象に、7 月に大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 森田 英嗣 教授を講師に招聘し、

「教科研究講座（全体会）」を実施した。また、「確かな学び」育成 SP（小中一貫教育中

学校ブロック合同授業研究サポートプログラム）を策定し、10中学校ブロックに対して、

教育委員会の指導主事又は教育推進プランナーが 48回の学校支援訪問を行い、指導・助

言を行った。今後も、合同研究授業・研究協議会などへの支援を継続して行う。また、

学識経験者等、各教科等の専門家を講師に招聘し、「教科研究講座」を実施する。（再掲） 

 

○授業づくり・授業改善にかかる研修として、国立教育政策研究所の教育課程調査官、大

学教授等、学識経験者を講師として招聘し、新しい教育課題である「アクティブ・ラー

ニング」にかかる研修を 66 回、「カリキュラム・マネジメント」に係る研修を 7 回実施

した。 

今後も、国の動向を注視しながら、新しい教育課題に対応した研修の充実に努める。 
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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。 

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。 

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。 

 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○校内研修等を通して、教職員が障害について正しい理解をするとともに、支援学校との

居住地校交流を積極的に活用し、子どもがお互いを理解する教育の充実に努めた。また、

支援教育コーディネーターを中心に校内体制構築する中で、すべての子どもがわかりや

すい授業づくり・教室環境づくりに取り組んでいる。 

 

○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ため、養護イス

や養護机、ロジャー等、必要な備品を整備するとともに、施設の改善等について、関係

機関と協議・連携を図った。 

また、教職員が「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を正しく理解する

ため、管理研修、支援教育研修や支援教育コーディネーター研修を通して啓発に努め、

合理的配慮の観点を踏まえた支援教育の充実に取り組んだ。 

 

○支援教育コーディネーターに指名された教員が、支援を要する児童・生徒の実態把握や

校内委員会の企画、保護者からの相談対応等を円滑に進めることができるよう、すべて

の小中学校に週 10時間程度、非常勤講師を配置した。 
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基本方策５ 幼児教育の充実 

 

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。 

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

の取り組みの推進など、保護者支援を充実させます。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日） 

○幼児期の教育と児童期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

育むため、幼児と児童との交流と教員間の連携を促進し、幼児教育の理解と推進に努め

ている。 

今後は、研究園における研究実践の成果を、広く私立幼稚園、認定こども園、保育所(園)、

小学校に発信していく。 

 

○「預かり保育事業」「幼児教育教室事業」及び園庭開放を、全幼稚園で実施した。 
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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 

 

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○「地域とともにある学校づくり」推進フォーラムに参加するなど、国の動向や先進地域

の取り組み等から課題整理等を行い、本市立学校の状況に即したコミュニティスクール

の在り方を研究している。 

今後も引き続き、国の動向や先進地域の取組等から課題整理等を行い、本市立学校の状

況に即したコミュニティスクールの在り方について研究していく。 

 



10 

基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 

 

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。  

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とともに、学校においては、生徒指導体

制の充実を図り、いじめの未然防止や早期発見、不登校児童・生徒への支援に取り組みま

す。  

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○子どもが安全で安心して学べる環境づくりを推進するため、全小中学校、全幼稚園の正

門等に防犯カメラを設置するとともに、夜間や休業中においては、機械警備を導入し、

学校施設内の安全対策の充実を図っている。加えて、小学校においては、地域、保護者

の協力を得て安全監視ボランティアを配置するなど、地域ぐるみ、まちぐるみで子ども

たちの安全を確保しようとする意識の醸成に努めている。 

さらに、災害時に第一次避難所として指定されている全小学校と第二中学校に、災害時

に通信規制がかかっても発信を行うことができる災害時優先電話を各 1 回線導入し、学

校の防災機能の強化を図っている。 

 

○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については、全学校園に

導入しており、今後も引き続き効果的に運用を行っていく。また、平成 28年度から、メ

ールの配信先を地域の子ども見守り隊等にも対象を拡大し、さらなる児童・生徒の登下
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校の安全確保を図った。 

 

○子どもたちが自らの危険を予測し、回避する能力を高めることができる安全・防災教育

のさらなる推進のために、学校園における危機管理マニュアルを活用し、学校の状況に

応じて、実践的な訓練を実施した。また、学校、保護者、地域住民と関係各課が連携し、

学校防災キャンプ事業に向けた準備を進めた。 

 

○児童・生徒が被害者にも加害者にもなることのないよう、自転車の正しい乗り方などの

マナー等を学ぶ交通安全教室を関係機関と連携して実施した。 

 

○学校における教育相談体制の充実を図るため、中学校にスクールカウンセラー、小学校

に心の教室相談員を配置した。また、幼児・児童・生徒に関するいじめ相談などを専用

電話回線で受け付ける「子どもの笑顔守るコール」を設置し、幼児・児童・生徒・保護

者に啓発カードを配付するなど広く周知に努めている。 

 

○全中学校（19 校）に配置した市費負担教員等を活用し、生徒指導主事を核とした生徒指

導体制の充実を図っている。 

 

○不登校等の生徒指導上の課題に対応するため、スクールソーシャルワーカー9名を小中学

校に配置・派遣し、児童・生徒の支援に取り組んでいる。 

 

○児童虐待への対応については、枚方市児童虐待問題連絡会議（要保護児童対策地域協議

会）等を通して、中央子ども家庭センターや子ども総合相談センター等と連携し、援助

方針や児童虐待防止の啓発に努めている。 

さらに、貧困の連鎖や虐待、不登校等の子どもが抱える課題に対しては、子どもの課題

対策検討委員会に出席し、より効果的な対策について検討を進めている。 

 



12 

基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 

 

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。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。 

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。 

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○学校施設の老朽化に伴う更新整備については、平成 27年 3月に策定した「枚方市学校施

設整備計画」に基づいて、計画的に整備を図るものとし、現在 1校の設計を行っている。 

 

○学校規模等の適正化については、審議会からの答申内容について検討対象校 10校および

開催要望のあった 1 校に対して、説明会を実施した。今後は、残る検討対象校１校の説

明会を開催するとともに、学校規模等適正化基本方針の素案を作成する。 

 

○国の第 2 期教育振興基本計画を踏まえ、アクティブラーニングなど、子どもたちの主体

的な学びや情報活用能力をさらに育むため、より効果的な教育用 ICT 機器の整備の手法

について検討を進めた。 

 

○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、通知表や

指導要録等の作成について、校務支援システムを効果的に活用し、教育職員の事務処理

の軽減を図った。 

 

○教職員の労働安全衛生及び健康を保持するため、枚方市立学校園教職員安全衛生管理規
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程に基づき、常時 50人以上の教職員が勤務する学校での衛生委員会開催のほか、他の学

校園においても、教頭などを衛生推進者として安全衛生及び健康保持に向けた取り組み

を進めている。 

平成 28年度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援を通じてメンタル

ヘルス不調となることを未然に防止するため、全教職員（約 2,100 名）を対象にストレ

スチェックを実施する。 

 

○第三学校給食共同調理場の老朽化対策に向け、整備手法について庁内委員会での検討を

進めており、実施時期等について引き続き調整を進める。 

また、平成 30～31 年度に学校施設の長寿命化改修を予定している香里小学校において、

単独調理場の改修についても検討を行う。 
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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 

 

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。 

図書館においては、資料の計画的・系統的な収集など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。 

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○基礎的な知識・技術の学習機会の提供のため、関係部署、団体等と連携をとり市民への

周知を行った上で事業の実施を進めている。 

平成 28年度は、父親の家庭教育への参加を促す事業、子育て中の市民を対象とした「子

育て応援･親学習講座」を開催した。 

今後は、「子どもの貧困対策」「子どもの居場所づくり」など子どもの人権問題について

取り上げる社会教育人権啓発事業、思春期世代の保護者に、新たな気づきや、今後の思

春期世代への関わり方のヒントを見つけてもらうことに焦点を当てた「思春期セミナー」、

人が地域で生活する上で必要となる知識や技術等を学ぶ機会を提供する「社会教育基礎

講座」等を開催する。その他、枚方市ＰＴＡ協議会との共催で、教育講演会を開催する。 

 

○資料の計画的・系統的な収集について、平成 27年度は、入門書から専門書まで教養を高

め市民のニーズ等を踏まえ、正確で新しい情報を提供できる資料の収集に努めた(39,131

冊)。児童書については、読書の楽しみを伝え、中高生や学校図書館での読書活動を支援

する資料の収集を行った。(10,078冊) 

平成 28年度は、これまでの資料収集に加え、市民の生活・職業に係る課題解決への支援

を視野に入れた資料収集に努めた。また、多言語で表わされた資料やバリアフリー関係

の資料も収集し、より多くの人が図書館資料を活用できるように取り組んだ。 
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○分室の開室時間については、拡大試行の条件を変えながら継続試行し、居場所としての

図書館空間を検討した。保全計画に基づく施設整備以外にも居心地の良い空間提供のた

めの修繕を図った。 

 

○7 分館については、インターネット端末を配置し、国会デジタル情報が館内で利用できる

システムを開始した。また、これからの地域資料の電子化に向けての検討にも着手して

行く。 

 

○情報発信については、図書館ホームページの修正を行いつつ、図書館サービス(イベン

ト・行事も含む)の発信に積極的に取り組んだ。 

 

○学校教育部と連携し、「読書活動推進事業」に取り組んだ。平成 26 年度からの 3 中学校

区に加えて、平成 28 年度には、新たに 7中学校区の中学校に対して、中央図書館から学

校司書として任期付短時間勤務職員を派遣した。 

 中央図書館の学校図書館支援グループは、現場にいる学校司書に対して、人的・技術的

支援を行うとともに、市内小中学校の児童・生徒への読書環境の整備及び読書活動推進

のための取り組みを行った。 

さらに、全学校図書館にコンピュータ・システム導入を進めることで、学校図書館運営

や中央図書館の図書を取り寄せるための支援を行って行く。 

 

○読書活動推進のために小学校へ団体貸出用図書を整備し、団体貸出図書の配送を行うと

ともに、市内小中学校へ調べ学習用図書の団体貸出を行った。 

 

○ふるさと寄附金や不要となった図書を再利用する「子どもに本を届ける事業」を開始し、

市民協働で子どもの読書環境の整備を進めた。定例おはなし会のほか、こども夢基金を

活用した絵本原画展や読書ボランティア養成講座を開催して、市民ボランティアの裾野

を広げた。夏休みには、「子ども司書講座」を開催してヤングアダルト層の利用を促した。 

 

○他部署との連携事業として、人権政策室の平和資料展に合わせた平和コンサートも開催

し、成人の図書館利用を促した。 
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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 

 

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。 

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に努めます。 

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

化遺産を生かして、子どもたちや市民の郷土の歴史への理解を深めるとともに、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。 

また、各種スポーツ・レクリエーション活動の充実やスポーツ環境の整備に取り組むと

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。 
 
 
■進捗状況（平成 28 年 9月 30日現在） 

○全児童を対象とした放課後対策の一環としての学校施設を活用したプログラムの充実に

ついて検討を進めていくため、現在の放課後の過ごし方や、今後の放課後のプログラム

に対するニーズについて把握することを目的として、参加対象者となる児童とその保護

者に対して、平成 28 年度中のアンケート実施に向け、事務を進めている。 

 

○野外活動センターの学校利用をサポートする「学校キャンプ支援事業」に取り組んでい

る。平成 28 年度は 9月末現在で 11校を対象に実施している。 

 

○特別史跡百済寺跡は、史跡の保存と史跡公園としての活用を図るため再整備を行ってい

る。史跡楠葉台場跡は、平成 28 年 9月より史跡を全面開放し、幕末から近代への激動期

を体感できる歴史学習の場として、広く利用に供している。9 月 17 日には、市民を対象

に現地での説明会を実施した。 

 

○文化財啓発普及としては、文化財説明板の設置や歴史講座、文化財展示会、出前講座な
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どを行っている。特に学校教育と連携し、旧田中家鋳物民俗資料館及び枚方宿鍵屋資料

館への小学校の団体見学を促進しているほか、平成 28年度からは、小学校高学年の社会

科単元に対応した出前授業「枚方の歴史と文化財」を設定した。 

 

○歴史的な佇まいを残す出屋敷地区の東高野街道では、平成 27年度に街道部分の一部のカ

ラー舗装と休憩のできる小規模広場の整備を行い、平成 28年度は残りのカラー舗装と景

観に配慮した照明灯設置工事を行う。整備完了後に小規模広場を活用したイベントを実

施するなど啓発普及を進める。 

 

○文化財を巡るルートを表示した歴史ガイドマップの作成に向けて内容を検討している。 

 

○本市の実情に即し、市民が、いつでも、どこでも気軽にスポーツに参加できるよう、多

種多様なスポーツを楽しめる環境づくりを推進するため、「枚方市スポーツ推進計画」の

策定を進めている。 

  

○総合スポーツセンター駐車場の容量不足解消を図るため、駐車場拡張事業を進めるにあ

たり、現在事業用地の一部（3,441.34㎡）を取得している。 

 また、総合スポーツセンターと一体的に管理運営を行うため、藤阪東町中央公園テニス

コートと春日テニスコートの指定管理者制度導入に向け、現在枚方市立総合スポーツセ

ンター指定管理者選定委員会に諮っている。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 

基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 小中一貫教育推進事業 

教 職 員 課  

児童生徒支援室 

学 務 課 

教育指導課 

教育研修課 

2 

② 基礎学力向上プロジェクト事業 

（放課後自習教室事業） 
教育指導課 8 

③ 英語教育推進事業 教育指導課 10 

④ 読書活動推進事業 教育指導課 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 

（２）主要事業の進捗状況 
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基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 担当課 

 

①小中一貫教育推進事業 

教 職 員 課 

児童生徒支援室 

学 務 課 

教育指導課 

教育研修課 

事業目標 

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、各中学校区がそれぞれの現状や課題に応じながら、特色を活かした小中一貫教育を推進

する。 

また、小学 1年生から 4年生までは、35 人学級編制、小学 5・6年生は、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、中学生は、教科担任制や少人数指導など、9 年間にお

ける児童生徒の発達段階に応じた指導体制の充実を図る。 

併せて、こうした様々な学びの環境づくりを推進するために、地域等との連携をさらに深め、コミュ

ニティスクールとして開かれた学校運営を進める。 

平成 28年度計画概要 

○中学校ブロックにおいて、組織の要として小中教育推進事業推進の役割を担う「小中一貫教育推進コ

ーディネーター」(※1・P5)を配置するとともに、その円滑な職務遂行を図るため、非常勤講師(※2・

P5)を配置する。 

 

○小学 6 年生における一部教科担任制を導入するため、非常勤講師(※3・P5)を配置する。10 月以降、

小学校第 6学年の外国語活動において、中学校教員、小学校学級担任によるティーム・ティーチング

(※4・P5)を導入することにより、より多くの教員の関わりによって児童への指導や支援を充実させ

る。 

 

○各中学校ブロックで以下のことに取り組む。 

本市の小中一貫教育目標をめざして、①確かな学びの育成、②自立の力の育成、③小中学校間の円滑

な接続、④共同体組織の構築、⑤特色ある一貫教育の推進、⑥事務連携の推進の 6点の共通施策を全

中学校ブロックの共通の観点として、それぞれの現状や課題に応じながら、特色を生かした小中一貫

教育の取り組みを推進する。特に、①確かな学びの育成 ④共同体組織の構築の 2観点を重点課題と

し、授業改善に向けた取り組みを推進する。 

◆「授業改善」のための具体策としては、本市がめざすべき授業についての明確化、各中学校ブロック

における「めざす子ども像」（※5・P6)に向けた小中合同授業研究・協議会の実施、教科等部会の定

期的な開催、各教科の合同年間指導計画の作成等に取り組む。 

◆各中学校ブロックにおいて「事業実施計画書」を作成し、この計画に基づいて取り組みを実践する。

また、小中一貫推進委員会などで月 1回程度の頻度でその進捗状況の管理を行うとともに検証を行い、

次年度の取り組みに反映させる。 

 

○小学校における少人数学級編制を充実させ、子どもたち一人ひとりに対し、きめ細やかな授業を行う

ことで教育効果を高めるため、支援学級児童数を含む 1学級 35人以下(※6・P6)とする本市独自の少

人数学級編制を実施するため、市費負担任期付教員を配置する。 

 

○習熟度別指導やティーム・ティーチング等の少人数指導(※7・P6)を行うことにより、子どものつま

づき（理解度）に応じた学習指導を行う。（国の少人数指導加配教員を活用） 

 

○コミュニティスクールの設置については、中央教育審議会の答申や文部科学省主催のフォーラムを通

して、国の動向や先進地域の取り組み等を把握し、課題整理等を行い、本市立学校の状況に即したコ

ミュニティスクールの在り方を研究する。 
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平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○全中学校ブロックに、「小中一貫教育推進コーディネーター」の活動時間確保のため、非常勤講師を

配置した。 

 

○中学校英語教員と小学校担任による外国語活動を実施するための時間確保のため、順次、非常勤講師

を配置している。 

 

○各中学校ブロックで以下のことに取り組んでいる。 

◆「アクティブ・ラーニング」(※8・P6)の授業づくりの基本となる「Hirakata 授業スタンダード 28

（平成 28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、定着を図っている。 

◆小中学校の教員が授業の見学や先進校への視察等、研究テーマを踏まえた取り組みを行っている。 

◆全教職員が参加する教科等部会を設置し、子どもたちの発達段階に応じた「授業スタイル（授業の進

め方）」の研究、各教科の合同年間指導計画の作成に取り組んでいる。 

◆各中学校ブロックで「めざす子ども像」、実施内容、実施計画、組織体制等について「事業実施計画

書」を作成した。その計画に基づいた取り組みを実践し、小中一貫推進委員会などにより、月１回程

度、その進捗状況の管理を行っている。また、9 月末現在、2 回、教育委員会主催による「小中一貫

教育推進コーディネーター」連絡会を開催し、進捗状況の管理及び中学校ブロック間の交流を行った。 

 

○本市独自の少人数学級編制の実施のため、平成 28 年度は、通常の 35 人学級(※9・P6)に加え、第 1

学年で 2学級、第 2学年で 3学級、第 3学年で 18学級、第 4学年で 17学級を増級し、市費負担任期

付教員を 40 名配置した。 

 

○全小中学校において、国の少人数指導加配教員を活用し、習熟度別指導、ティーム・ティーチング等

の少人数指導を実施している。 

 

○1 学期末に実施した同事業に係る学校質問紙調査では、「子どもたちに対して教師の目が行き届く」、

「配慮を要する子どもに細やかに対応できる」等の生活面での効果や、「一人一人の進み具合を把握

しやすく、それに合わせた指導がしやすい」「定着に時間がかかる児童への個別指導がしやすい」「授

業で一人一人に体験活動を保障しやすい」「ノート指導、作品へのコメントなどが丁寧にできる」と

いう学習面での効果が見られた。 

また、教室のスペースを共有する児童数が減ることで、児童間にゆとりが生まれ、互いに協力した

り、助け合ったりする雰囲気が醸成されている。学習においても落ち着いた雰囲気で取り組むことが

できている。 

支援が必要な児童に対して、きめ細かな指導を行うことができ、交流・共同学習の充実により、相

互理解が進んだ。 

 

○「平成 28年度地域とともにある学校づくり推進フォーラム（奈良会場）」に参加し、国の動向や先進

地域（奈良市・葛城市）の取り組み等の把握に努めた。（平成 28年 8月 26日） 

国の動向や先進地域の取り組み等から課題整理等を行い、本市立学校の状況に即したコミュニティ

スクールの在り方を研究している。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

小中合同の教科等部会

の回数 

小中合同の教科等部会を実施した回

数 
－   

小中合同公開授業・協

議会の回数 

研究テーマに基づいた小中合同公開

授業・協議会の回数 
19回  



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

 

4 

 

学力・学習状況調査に

おける児童・生徒質問

紙調査の結果 

全国学力・学習状況調査の項目で「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 

小学校：86.5％ 

中学校：69.1％ 

小学校：91.4％ 

中学校：85.2％ 

学力・学習状況調査に

おける児童・生徒質問

紙調査の結果 

全国学力・学習状況調査の項目で「授

業では、自分の考えを発表する機会

が与えられている」と回答をした児

童・生徒の肯定的な回答の割合 

小学校：89.2％ 

中学校：79.9％ 

小学校：87.2％ 

中学校：84.4％ 

学力・学習状況調査に

おける児童・生徒質問

紙調査の結果 

全国学力・学習状況調査の項目で「授

業では、学級の友達・生徒との間で

話し合う活動をよく行っている」と

回答をした児童・生徒の肯定的な回

答の割合 

小学校：85.3％ 

中学校：75.6％ 

小学校：83.9％ 

中学校：82.1％ 

学力・学習状況調査に

おける児童・生徒質問

紙調査の結果 

全国学力・学習状況調査の項目で「授

業の最後に学習内容を振り返る活動

をよく行っている」と回答をした児

童・生徒の肯定的な回答の割合 

小学校：75.0％ 

中学校：51.2％ 

小学校：79.0％ 

中学校：58.8％ 

学力・学習状況調査に

おける児童・生徒質問

紙調査の結果 

全国学力・学習状況調査の項目で「国

語の授業がわかる」「算数・数学の

授業がわかる」と回答した児童・生

徒の肯定的な回答の割合 

国語 小学校：81.3％ 

国語 中学校：73.4％ 

算数 小学校：82.9％ 

数学 中学校：74.8％ 

国語 小学校：79.4％ 

国語 中学校：82.5％ 

算数 小学校：83.6％ 

数学 中学校：74.0％ 

学力・学習状況調査に

おける児童・生徒質問

紙調査の結果 

全国学力・学習状況調査の項目で「自

分には、良いところがあると思う」

と回答した児童・生徒の肯定的な回

答の割合 

小学校：74.6％ 

中学校：63.6％ 

小学校：74.0％ 

中学校：64.7％ 

効果検証 

（児童への教育効果） 

学校の管理職を対象に実施したアン

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

た学校の割合 

｢教師の目が行き届く｣ 

(生活面)：100％ 

｢個別指導がしやすい｣ 

(学習面)：100％ 

｢教師の目が行き届く｣ 

(生活面)：100％ 

｢個別指導がしやすい｣ 

(学習面)：100％ 

効果検証 

（保護者の評価） 

保護者を対象に実施したアンケート

調査において、児童の様子及び教員

の対応について肯定的評価をしてい

る保護者の割合 

｢授業がわかりやすい｣

(児童の様子)：89％ 

｢子どもを理解してい

る｣(教員の対応)：90％ 

 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

少人数学級実施状況 

独自に少人数学級編制を実施してい

る市 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

9市／31市 10市／31市 

コミュニティスクール

の設置状況 

全国におけるコミュニティスクール

の学校設置者数（市区町村） 
235市／全国 294市/全国 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 280,603 千円 278,923 千円 －千円 －千円 －千円 278,923千円 

28 325,329千円      
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関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

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 

 

今後の取り組み 

○10月より、中学校英語科教員が小学校第 6学年の外国語活動を小学校の学級担任とともに指導を行う。 

 

○引き続き、全中学校ブロックにおいて、各教科の合同年間指導計画の作成、子どもたちの発達段階に応

じた「授業スタイル（授業の進め方）」を研究し、教職員の指導力を高めるとともに、年 1回以上の公開

授業を行う。 

 

○年度末に本事業における様々な取り組みを検証し、次年度の取り組みに活かす。 

 

○2 学期末に、保護者からの意見把握も含んだ、管理職対象の第 2回調査を実施し、本事業の効果について

明確にしていくとともに、引き続き、枚方市独自の少人数学級編制を活かして、個に応じたきめ細かな

指導を行い、子どもたちの「生きる力」を育成する。 

 

○今後も継続して、学校運営協議会制度に係る国の動向や先進地域の取り組み等から課題整理等を行い、

モデル校設置を含めて本市立学校の状況に即したコミュニティスクールの在り方について研究してい

く。 

 
 
【用語説明】 

※1 小中一貫教育推進コーディネーター 

 各中学校ブロックにおいて、校長等によって構成される小中連携推進委員会の方針のもと、授業改善

等小中一貫教育推進事業の一層の推進を図るため、中学校ブロックの組織の要となって事務推進の役割

を担うために任命した教職員。 

 

※2 小中一貫推進事業に係る非常勤講師 

小中一貫教育推進コーディネーターに任命された教職員が、小中一貫教育のために専念できる時間を

確保するために配置する非常勤講師。 

 

※3 小学校高学年における一部教科担任制に係る非常勤講師 

小学校における一部教科担任制を実施する教職員が、専念できる時間を確保するために配置する非常

勤講師。 

 

※4 ティーム・ティーチング 

複数の教員が役割を分担し、協力し合いながら指導計画を立て、指導すること。 

 

※5 めざす子ども像 

「自分で考え、判断し、行動できる生徒」等、どのような子どもを育てていくか各中学校ブロックが

イメージを明確化したもの。 
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※6 支援学級在籍児童数を含む 35 人学級編制 

府内公立小学校では、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導入されている

が、支援学級在籍児童は含まず、1学級 35人以下の少人数学級編制となっている。枚方市は、少人数学

級対象学年を第 4学年まで拡大するとともに学級運営実態に即した学級編制とするため、通常学級の児

童数と支援学級在籍児童数を合計して 35 人以下とする、市独自の少人数学級編制を実施。 

 

※7 習熟度別指導を含む少人数指導 

児童・生徒の実態や指導の場面に応じて、個に応じた指導を充実させるための効果的な指導方法や指

導体制を柔軟かつ多様に導入した授業。 

 

※8 アクティブ・ラーニング 

 課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び 

 

※9 通常の 35 人学級編成 

 府内の公立小学校では、平成 19 年度から第 1 学年及び第 2 学年で 35 人学級編制を導入。第 1 学年は

国基準で、第 2学年は府の施策で実施。 
 
 

参考資料 

 

■小中一貫教育 共通施策 

①確かな学びの

育成 

○授業づくりのための発達段階に応じた「授業スタイル（授業の進め方）」の共同

研究・作成（実践：平成 30年度～） 

○合同授業研究・協議会の実施 

○教科等部会を中心に授業研究、合同教育計画の作成 

（各教科等の小学校第 1学年から中学校第 3学年までの年間指導計画を作成） 

○「学力向上プラン」の共同研究・作成（実践：平成 29年度～） 

②自立の力の育

成 

○「道徳教育」「人権教育」「キャリア教育」「健康／体力」などから選択し、これ

までの各中学校区の取り組みを基盤に充実発展 

③小中学校間の

円滑な接続 

○中学校英語教員と学級担任（及びＪＴＥ）による小学校 6年生の外国語活動の実

施 

○小学校学級担任とＪＴＥによる小学校 3・4年生での「Ｅ・Ｅ時間」（エンジョイ・

イングリッシュの時間）（各学年 5時間程度）の実施 

○その他、各中学校ブロック独自の取り組み 

④共同体組織の

構築 

○「△△中学校ブロック（△△学園）」、代表校校長（中学校長）の設置 

○各中学校区に「推進コーディネーター」、各校に「推進リーダー」の配置 

○合同研究組織の構築、全教職員参加による教科等部会の設置 

○月 1回、枚方市小中一貫推進デーの活用 

⑤特色ある一貫

教育の推進 

○環境教育、食育、ＩＣＴ教育、児童・生徒会活動、保幼小の交流活動等、各中学

校ブロックにおける、特色ある取り組みの実施 

⑥事務連携の 

推進 

○安全・安心な教育環境づくり（例：校区安全マップの作成等） 

○家庭・地域との連携（例：校区カレンダーの作成、小中一貫リーフレットの作成

等） 

○教育支援の充実（例：小中一貫を推進するための予算執行計画の立案） 
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■ 「Hirakata 授業スタンダード 28（平成 28年度版）」 
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基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 担当課 

 

②基礎学力向上プロジェクト事業 

（放課後自習教室事業） 
教育指導課 

事業目標 

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に、各小中学校 

の放課後自習教室の開室日数を拡充し、より多くの児童・生徒の学習機会の充実を図る。 

平成 28年度計画概要 

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（※1・P9）に基づき、児童･生徒の学力向上に取り組む。また、全ての小中

学校に自学自習力支援システム（※2・P9）を配備し、放課後自習教室（※3・P9）を実施するとともに、

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･基本の定着を図る。 

 

○退職教員や大学生等を各校に2名程度配置し、自学自習力支援システムを活用した放課後自習教室を

実施する。 

 

○「全国学力・学習状況調査」の結果から明らかとなった課題の解決に向けて、児童・生徒の学習意欲

を高め、児童･生徒の自学自習力を育むとともに基礎学力向上を図る。 

 

○山田中学校ブロックを自学自習力活用事業の研究指定校として位置づけ、授業中や放課後自習教室に

おける効果的な活用方法について研究実践を行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

すべての小中学校において、自学自習力支援システムを活用した放課後自習教室を実施するととも

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。また、山田中学校ブロックにおいて、同

システムの効果的な活用を実践している他県の小学校への視察を行い、日々の授業改善や放課後自習教

室の充実を図った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

学力・学習状況調査にお

ける児童・生徒質問紙調

査の結果  

全国学力・学習状況調査の項目で「学

校の授業時間以外で学習を全くしな

い」と回答をした児童・生徒の割合  

小学校：5.7％ 

中学校：9.3％ 

小学校：6.2％ 

中学校：8.7％ 

放課後自習教室の実施

回数 

小中学校において放課後自習教室を

実施した回数 
3,847回 1,870回 

放課後自習教室の参加

児童・生徒のべ人数 

小中学校において放課後自習教室に

参加した児童・生徒ののべ人数 

小学校：70,909人 

中学校：10,533人 

小学校：39,383人 

中学校： 4,177人 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

放課後学習におけるＩ

ＣＴの活用状況 

放課後学習にＩＣＴを活用している

市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

6市／31市 
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年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 44,827 千円 36,504 千円 3,436千円 －千円 －千円 33,068千円 

28 63,444 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

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 

 
今後の取り組み 

今後も引き続き、各学校が計画的に自学自習力支援システムを活用することにより、児童･生徒の学習意 

欲を高め、自学自習力を育成し、基礎学力の向上を図る。研究指定校においては、自学自習力支援システ 

ムを活かした学習方法について研究を進め、1月に研究発表会を開催し、市内全小中学校にその取り組みを

発信する。また、希望する学校に対して、同システムの機能等に係る研修を行う。 

 
 
【用語説明】 

※1 学力向上プラン 

 各学校が学力向上に向けた取り組みについて、方向性や具体的方策を学校の実態に応じて作成した計

画。 

 

※2 自学自習力支援システム 

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コンピュータシステム。プリントには

問題 1 つ 1 つにバーコードがついており、バーコードをスキャンすることで、児童・生徒が自分で、授

業の進度や子どもたちの理解に応じたプリントを取り出したり、動画による解説を見たりすることがで

き、授業や放課後自習教室等で活用。 

教職員の教材作成においても、簡単なマウス操作で、毎日の学習に必要なさまざまな学習プリントを

容易に作成することが可能。 

 

※3 放課後自習教室 

市立全小中学校に、退職教員や地域人材等を各校 2 名程度配置し、自学自習力支援システムを活用し

て行う放課後学習。 
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基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 担当課 

 

③英語教育推進事業 教育指導課 

事業目標 

子どもたちの英語によるコミュニケーション能力の育成を図るため、小中学校間で連携しながら、外

国人英語教育指導助手（ＮＥＴ）や日本人英語教育指導助手（ＪＴＥ）を配置し、小中学校の英語教育

を推進する。 

平成 28年度計画概要 

○枚方市英語教育指導助手（ＪＴＥ(※1・P11)）を市内全小学校に配置し、第 5・6 学年の外国語活動

の授業で担任とＪＴＥによるティーム・ティーチング（※2・P11）を実施する。 

 

○枚方市英語教育指導助手（ＮＥＴ(※3・P11)）を市内全中学校に配置し、教科担任とＮＥＴによるテ

ィーム・ティーチングを実施する。 

 

○ＮＥＴを中学校授業だけでなく、授業外（部活動や英会話サロン等）でも活用する。また中学校区の

小学校へ派遣して活用する。 

 

○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、全 19 中学校区で暗唱大会等を実

施する。 

 

○小学校第 3・4 学年において、10 月以降各５回、英語を楽しみ、英語に慣れ親しむことを目的に「Ｅ

Ｅ時間(※4・P11)」を導入し、学級担任とＪＴＥによるティーム・ティーチングで実施する。 

 

○小学校第 6学年の外国語活動において、10月以降、中学校英語科教員、小学校学級担任によるティー 

ム・ティーチングを導入することにより、より多くの教員の関わりによって児童への指導や支援を充

実させる。小学校外国語活動から中学校での英語の円滑な接続を図るために、さらに教員の指導技術

の向上を図る。 

 

○「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて（報告）」（平成 25 年 12 月中央教

育審議会教育課程部会）や「生徒の英語力向上推進プラン」（平成 27年 6月文部科学省）の提言をう

け、市内小中学校の外国語活動・英語担当教員に指導力向上を図るとともに、次期学習指導要領に向

け今後の指導体制・指導内容の検討を進める。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○枚方市英語教育指導助手（ＪＴＥ）21 名を市内全小学校に、枚方市英語教育指導助手（ＮＥＴ）19

名を市内全中学校に 1名配置し、教員と英語教育指導助手によるティーム・ティーチングで授業を展

開している。 

 

○ＮＥＴを授業外（部活動・英会話サロン等）の取り組みに活用した。小学校での活用としては児童の

外国語活動に対する関心・意欲・態度の向上をねらいとした「モチベーションアップ プロジェクト

（※5・P12）」を実施している。（6小学校実施済み） 

 

○小学校の外国語活動、中学校の英語学習の成果を発表する場として、全 19 中学校区で暗唱大会（Ｅ

Ｃフェスティバル）等を実施。（1中学校区実施済み） 

 

○小学校第 3・4学年のＥＥ時間の学習指導案を作成し周知した。 

 

○4 月に「英語・外国語活動指導法研修会」、5月・6 月・8月に教育研修課と連携し、「教材・授業実践

セミナー外国語活動・英語講座」を実施し、中学校英語科教員による小学校外国語活動、小学校 3・4

学年の外国語活動、ＣＡＮ－ＤＯリストの作成等について周知を図った。 
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指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

児童・生徒の満足度 

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 

85.9% 

小学校：90.2％ 

中学校：79.7％ 

 

児童の外国語活動に対

する意欲 

「モチベーションアップ プロジェ

クト」において進んで英語が話せた

と回答した児童の割合 

90.2%  

生徒の英語の理解度 
大阪府中学生チャレンジテスト(英

語)の枚方市平均点の対府割合 

第 1学年：1.086 

第 2学年：1.080 

第 1学年： 

第 2学年： 

第 3学年：1.073 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 122,908 千円 116,510 千円 －千円 －千円 －千円 116,510千円 

28 120,880 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

「モチベーションアップ プロジェクト」等の実施を継続し、児童・生徒の英語学習への意欲を高めると

ともに、今後の英語教育改革や学習指導要領改訂など、国・府の動向を注視しながら、英語教育環境の 

充実を図る。 

また、取り組みの充実を図るため、調査等を実施・活用し、検証方法の見直しを図る。 

 
 
【用語説明】 

※1 ＪＴＥ（Japanese Teacher of English） 

英語が堪能な日本人英語指導助手。 

 

※2 ティーム・ティーチング 

複数の教員が役割を分担し、協力し合いながら指導計画を立て、指導すること。 

 

※3 ＮＥＴ（Native English Teacher） 

英語が母国語の者、または母国語と同程度の言語能力を持つ外国人英語指導助手。 

 

※4 「ＥＥ時間（いいじかん）」(Enjoy English) 

次期学習指導要領において小学校中学年にも外国語活動が導入されることを見据え、英語を楽しみ、慣

れ親しむことを目的に、第 3・4 学年において 10 月以降各 5 回、本市独自で実施する。学級担任とＪＴ

Ｅによるティーム・ティーチングにより、市教委が作成した学習指導案・教材を基に指導する。 
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※5「モチベーションアップ プロジェクト」 

6名程度の外国人の枚方市英語教育指導助手（ＮＥＴ）を小学校に派遣して行う外国語活動の授業の中

で、英語を使って海外旅行の入管手続きや設定した国にちなんだクイズ形式の観光案内等、海外旅行の

模擬体験を行う取り組み。 
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基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 担当課 

 

④ 読書活動推進事業 教育指導課 

事業目標 

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求活動に取り組む力を育むため、市内の

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有効活用に取り組む。 

平成 28年度計画概要 

平成 26・27年度の 2年間、「学校図書館充実事業」において、3中学校区を実践研究校とし、3中学

校区に学校司書（※1・P14）をそれぞれ配置した。平成 28年度からは、「読書活動推進事業」として、

新たに７中学校区を実践研究校区とし、計 10中学校区に学校司書をそれぞれ配置する。 

学校図書館の環境整備を行うとともに調べ学習など授業における学校図書館の活用を促進する。ま

た、校区内小学校の学校図書館の整備を進める。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

既に実践研究校区 3校（第四中学校、長尾中学校、桜丘中学校）に学校司書を配置したことに加え、

平成 28 年 4 月より、新たに７校（第二中、津田中、楠葉中、杉中、山田中、渚西中、長尾西中）に学

校司書を配置し、以下の取り組みを実施している。 

 

○学校図書館経営計画に基づき、学校司書が核となり、蔵書の整理、配架や環境整備を行い、本の選び

やすさや蔵書管理のしやすさを高め、読書活動の推進に継続して取り組んでいる。 

 

○学校司書が校区内小学校に赴き、司書教諭（※2・P14）とともに、学校図書館のレイアウト変更等を

行い、児童が活用しやすい学校図書館の整備を行っている。 

 

○調べ学習等で使用する図書資料の充実に向け、学校司書が助言することで、ニーズに応じた選書を行

い、調べ学習など、授業における学校図書館の活用を促進している。 

 

○放課後開館等を実施し、開館時間の拡充を図っている。 

 

○市立図書館と定期的に会議・打ち合わせを行い、情報交換をするなど、連携を図っている。 

 

○市立図書館と以下のような連携を行い、学校図書館の充実を図っている。 

・学校図書館支援グループによる支援 

・学校司書及び司書教諭研修の実施 

・冊子「枚方市の学校図書館のあり方について」の作成及び周知 

・学校図書館蔵書データーベース化、オンライン化（※3・P14）に向けた準備と学校図書館蔵書デー

タ入力の作業 

・「読書活動推進事業関係担当者会議」の開催 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

児童・生徒への読書活動

に関するアンケート 

読書が「好き」「どちらかというと好

き」と答えた生徒の割合（事業実施

３中学校） 

61.6％      65.6％ 
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他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

学校司書の配置状況 

学校図書館に専任の司書を１校以上

配置している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

20市／31市 25市／31市 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 9,574千円 9,445千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 28,221 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

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 

 
今後の取り組み 

実践研究校区における実践内容の検証を行い、成果を市内全体で共有することによって、市内小中学校の

学校図書館教育の充実を図る。 

 
 
【用語説明】 

※1 学校司書 

専門的な知識・経験を有する学校図書館担当事務職員で、学校図書館の運営に係る専門的・技術的業務、

実務を担い、学校図書館を活用した教育活動への協力・参画を行う。学校には、司書教諭のほか、学校図

書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の促進に資するため、

専ら学校図書館の職務に従事する職員を置くよう努めなければならない。（学校図書館法第 6条第 1項） 

 

※2 司書教諭 

司書教諭の講習を修了した者（教員）であり、12 学級以上の学校には必ず置かなければならない。（学

校図書館法第 5条第 1項）学校図書館の運営に関する総括を担い、学校図書館を活用した教育活動の企画・

指導の実施、教育課程の編成・展開に関する他教員への助言等を行う。 

 
※3 学校図書館蔵書データーベース化、オンライン化 

  枚方市立小中学校 64 校の学校図書館の蔵書データを電子化することにより、学校図書館の効率的な運

営、効果的な活用を図り、児童・生徒の読書活動および学習活動の推進・活性化を目指す。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 

基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 学校給食における地元農産物利用促進事業 学校給食課 16 

② 食物アレルギー対応推進事業 学校給食課 18 

③ 中学校給食充実事業 学校給食課 20 

④ 小中一貫教育推進事業（再掲） 

教職員課  

児童生徒支援室 

学 務 課 

教育指導課 

教育研修課 

2 

⑤ 学校園活性化事業 教育指導課 22 

⑥ 枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業 教育指導課 24 

⑦ 子どもの健康増進事業 
学 務 課 

教育指導課 
25 

⑧ 人権・平和教育推進事業 児童生徒支援室 27 

 

 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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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 担当課 

 

①学校給食における地元農産物利用促進事業 学校給食課 

事業目標 

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使用する農産物について、安

全で新鮮な大阪府内産を含めた地元農産物を使用し、第2次枚方市食育推進計画の目標である“平成29

年度までに米・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。 

平成 28年度計画概要 

小学校給食用の食材として使用する農産物について、枚方産及び府内産を含めた地元農産物の利用促

進を図る。 

平成28年度は、枚方産農産物15品目以上の使用と、第2次枚方市食育推進計画の目標達成に向け、取

り組みを進める。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

野菜類については、枚方産・府内産合わせて 10 品目で 14 トン、うち枚方産は 6 品目 12 トン（えん

どう豆、玉ねぎ、じゃがいも、さつまいも、なす、冬瓜）を使用した。 

また、米については、大阪産「ヒノヒカリ」を含め北河内産米 91トンを使用した。 

以上の結果、平成 28 年 4月～9月の枚方産及び府内産購入量の割合は 32.5％となっている。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

地元農産物の割合 

小学校給食食材として使用する農産

物に対する地元（枚方産・府内産）

農産物の割合（重量ベース） 

24.7％ 32.5％ 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 

28 － 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

関連計画 第 2次枚方市食育推進計画 
 
 
今後の取り組み 

第 2 次枚方市食育推進計画の目標達成に向け、枚方産の野菜や、北河内産米の積極的な利用を図るとと

もに、生産者等への協力要請や新たな仕入先の確保に向けた研究など、安全で新鮮な枚方産・府内産農産

物の利用促進を図る。 

平成 28年度は、小学校給食で利用する米は全て北河内産米となる見込みである。 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 
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参考資料 

 

■学校給食における地元産農産物の使用率・使用量の推移 

使用率（％） H24 H25 H26 H27 

 

地

元 

府内産米 42.0％ 49.6％ 62.0％ 68.8％ 

野

菜 

府内産 13.5％ 10.3％ 7.7％ 7.4％ 

うち枚方産 7.4％ 6.4％ 4.6％ 4.0％ 

全体に対する地元産の割合 21.3％ 21.6％ 23.2％ 24.7％ 

 

使用量（ｔ） H24 H25 H26 H27 

 

地

元 

府内産米 81.6ｔ 104.1ｔ 129.3ｔ 138.8ｔ 

野

菜 

府内産 69.6ｔ 53.4ｔ 39.9ｔ 38.0ｔ 

うち枚方産 38.2ｔ 33.0ｔ 23.8ｔ 20.8ｔ 

米全体使用量 194.2ｔ 209.7ｔ 208.5ｔ 201.8ｔ 

野菜全体使用量 516.7ｔ 517.9ｔ 521.1ｔ 514.0ｔ 

米・野菜使用量合計 710.9ｔ 727.6ｔ 729.6ｔ 715.8ｔ 

 

府内産米の使用率の増加要因については、平成 23 年度は 4 か月間、平成 24 年度は 5 か月間、平成 25

年度は 6か月間、平成 26年度は 7か月間、平成 27年度は 8ヶ月間の使用と、府内産米の使用月数を年々

増加してきたことによるものである。 

米全体の使用量の増加要因については、平成 23年度に米飯給食の実施日数を週 2回から週 2.5回に、

平成 24年度に週 3回に増やすとともに、平成 25年度に児童一人あたりの分量を 5ｇ増やしたものである。 

 
 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 
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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 担当課 

  

②食物アレルギー対応推進事業 学校給食課 

事業目標 

「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、除去食の調理や学校での対応などに

ついての統一の取り組みを進めることを通じて、誤食のリスクを回避し、学校給食のより一層の安全を

確保する。 

平成 28年度計画概要 

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とともに、学校関係者を対象とした、食物ア

レルギーに関する研修会を実施する。 

また、平成 28年 4月から開始する中学校給食において、7大アレルゲン（乳、卵、えび、小麦、そば、

落花生、かに）を使用しない代替食の提供を毎日行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

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。 

また、小学校給食において、「食物アレルギー対応用献立表」のチェック不備により、小麦アレルギ

ーのある児童の誤食事案が 1件発生した（当該児童は、治療等が適切に行われ、大事には至らなかった）。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

学校給食におけるアレ

ルギー対応上の事故発

生件数 

アレルギー除去食を提供している児

童における事故発生件数 
1件 1件 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

食物アレルギー対応マ

ニュアルの策定状況 

学校給食における食物アレルギー対

応マニュアルを策定している市の数

（大阪府内 ※政令市を除く） 

21市／31市 22市／31市 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 

28 － 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

 
 
 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 
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今後の取り組み 

アレルゲンの誤食リスクを回避しより一層の安全を確保するため、「食物アレルギー対応用献立表」の様

式など、マニュアルの見直し等について検討を進める。 

 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 
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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 担当課 

  

③中学校給食充実事業 学校給食課 

事業目標 

平成 28 年 4 月から選択制共同調理場ランチボックス方式による中学校給食の提供を開始し、目標と

する喫食率 50％の確保に向けて取り組むとともに、財源確保などの課題解決を図りながら、全員喫食の

実現をめざす。 

平成 28年度計画概要 

枚方市立第一学校給食共同調理場（平成 27年 11月完成）において中学校給食を調理し、利用者への

提供を行う。 

喫食率の向上に関しては、枚方市学校給食会の中学校給食委員会における検討内容を踏まえ、平成 28

年度の目標である 30％の達成に向けて学校・保護者と連携して様々な取り組みを進める。 

全員喫食の実現に関しては、庁内委員会において課題整理を行い、実施手法等の検討を進める。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

喫食率の向上に関しては、給食の魅力の向上、申込等の利便性の向上、ＰＲ・情報発信を柱として、

フルカラー献立表の発行、在校時一括予約の受付、給食だよりの発行等の取り組みを進めた。こうした

中で、平成 28年 9月の喫食率は 23.7％となった。 

全員喫食の実現に関しては、庁内委員会において課題整理を進めた。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

中学校給食の喫食率 
中学校給食を利用する生徒の割合

（月単位） 
－ 23.7％ 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

中学校給食の実施状況 
中学校給食を実施している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 
26市／31市 29市／31市 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 2,836,974千円 2,631,511千円 726,611千円 770,600千円 － 千円 1,134,300千円 

28 482,567 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

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 

 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

 

21 

 
今後の取り組み 

喫食率の向上に関しては、枚方市学校給食会の中学校給食委員会における検討内容を踏まえ、学校・保

護者と連携し、新たな取り組みに着手していく。 

また、こうした取り組みの参考とするため、10月に生徒アンケートを実施する。 

全員喫食の実現に関しては、庁内委員会において引き続き課題整理を行い、実施手法等の検討を進めて

いく。 

 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

 

22 

 
基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 担当課 

  

⑤学校園活性化事業 教育指導課 

事業目標 

教育課題の解決や教職員の資質向上を図り、教育委員会が主体となる事業の実施と、全学校園におけ

る教育活動の活性化、校（園）内研修の充実を進める。 

平成 28年度計画概要 

○全学校園の取り組み 

◆菊のひらかた・菊咲かそう体験事業を実施する。 

◆全学校園を学校園活性化推進校園として指定し、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(小中学校においては中学校ブロック)を実施し、授業改善等に活用する。 

 

○市教育委員会の取り組み 

◆小学生陸上競技大会、小学生駅伝競走大会、小学生合同音楽会等の教育委員会が主体となる事業を

実施する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○全学校園の取り組み 

◆菊のひらかた・菊咲かそう体験事業について、全学校園において、菊花展等に出展するため、1 学

期から準備を進めている。 

◆5・6月の教育活動公開期間（約 8週間）の中で、各市立学校園が公開日を決定し、保護者・地域の

方々に教育活動を参観してもらう機会とした。 

◆中学校ブロック、校（園）内研修を行い、教職員の資質向上に努めた。 

 

○市教育委員会の取り組み 

事業名 実施日 参加校数 参加者数 

第 19回枚方市小学校合同音楽会 ６月 28日～7月１日 46校 3,986名 

第 19回枚方市小学生陸上競技大会 10月 16日 46校 1,460名 
 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

教育委員会主催事業の

参加者数 
教育委員会主催事業の延べ参加者数 22,686人  

公開授業の実施回数 
中学校ブロックにおいて研究テーマ

に基づいた公開授業を実施した回数 
19回  

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 29,298 千円 29,298 千円 －千円 －千円 297 千円 29,001 千円 

28 28,911 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 
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今後の取り組み 

○全学校園の取り組みについては引き続き、指導方法等を研究し、教職員の実践力を高めるとともに、教

職員対象の公開授業(小中学校においては中学校ブロック)を実施する。 

 

○市教育委員会の取り組みについては引き続き、子どもたちの学習の成果を発表する場等として、教育委

員会主催事業を開催する。 

第 18回枚方市小学生駅伝競走大会        平成 28年 11月 26日予定 

漢字をテーマに思いを伝える作文コンクール   平成 29年 1月 28日予定 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 
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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 担当課 

  

⑥枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業 教育指導課 

事業目標 

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。 

平成 28年度計画概要 

専門的な知識・技能をもった指導員が、1 人上限 100 回、1 中学校あたりの指導回数を原則 400 回以

内（全 19中学校において、年間延べ 7,600回）において部活動の指導を行う。1回の報償金の額は 2,500

円とする。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

枚方市内における 7月 15日までの実績は、全 19中学校において、延べ 1,552回の活用があった。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

全中学校における部活

動指導協力者における

年間の指導回数 

全中学校において活用された部活動

指導協力者の年間の指導回数 
4,898回  

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 14,750 千円 12,539 千円 －千円 －千円 －千円 12,539千円 

28 19,294 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

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 

 
今後の取り組み 

今後も引き続き、部活動の支援体制を整えることにより、教職員の負担軽減を図り、生徒との関わりや

授業研究の充実に取り組むとともに、生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養に活かす。 
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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 担当課 

  

⑦子どもの健康増進事業 
学 務 課 

教育指導課 

事業目標 

子どもたちの健康な体を育むため、思春期における健康教育や学校の保健管理をを実施するととも

に、学校給食を通じた正しい食生活の定着に、向けた指導や、授業・部活動による子どもの体力増進を

図ることで、知・徳・体のバランスのとれた教育を推進する。 

平成 28年度計画概要 

○各学校において児童生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断を実施して、疾病をスクリーニング

し、健康状態を把握するとともに、事後指導を行う。また、学校医等と連携し、健康相談を行う。 

 

○口腔内や歯の健康管理と予防のため、歯科衛生士によるブラッシング指導を行う。 

 

○学校医・学校歯科医・学校薬剤師・学校園長・養護教諭・保健担当者が参画し、児童生徒の健康に関

わる課題について調査研究や情報交換を行う枚方市学校保健会に対し、支援を行うとともに平成 29

年 2月に枚方市学校保健研究大会を実施する。 

 

○全小中学校において、「食に関する指導の全体計画」を作成し、それに基づいた食育を総合的に進め、

授業や給食の時間を通して、こどもたちの食に対する理解や関心が深まるように働きかける。 

 

○全小中学校において、「体力向上推進プラン」を作成し、その内容をふまえた指導を行うことで、体

育や部活動の時間を通して子どもたちの体力増進を図る。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○各学校において定期健康診断を実施し、必要に応じて受診勧告を行うなど事後指導を行った。 

 

○小学校 13校において、歯科衛生士によるブラッシング指導を行った。 

 

○全小中学校において、「食に関する指導の全体計画」及び「体力向上推進プラン」を作成し、それに

基づいた指導を行った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

学力・学習状況調査にお

ける児童・生徒質問紙調

査の結果 

全国学力・学習状況調査の「朝食を

毎日食べている」の項目において、

肯定的な回答をした児童・生徒の割

合 

小学校：93.7％ 

中学校：92.7％ 

小学校：94.1％ 

中学校：91.9％ 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 49,836 千円 40,742 千円 －千円 －千円 －千円 40,742千円 

28 45,212 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
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今後の取り組み 

○小学校 32校において秋季のブラッシング指導を実施する。 

 

○2 月に枚方市学校保健会研究大会を開催する。 

 

○引き続き、各学校において、「食に関する指導の全体計画」及び「体力向上推進プラン」に基づいた取り

組みを進める。 
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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 担当課 

 

⑧人権・平和教育推進事業 児童生徒支援室 

事業目標 

人権問題に関する正しい知識の習得及び課題解決に取り組むとともに、いじめ等による人権侵害事象 

等の未然防止のため、豊かな人権感覚と自他を尊重し、認め合う実践力を持った主体性のある人間の育 

成をめざした人権教育の推進を図る。また、平和を愛する資質と態度を身につけるため、平和学習や「枚 

方市平和の日」にちなんだ取り組みを行い、人権・平和を尊重した教育の推進を図る。 

平成 28年度計画概要 

各学校園において、本市教育委員会による「人権教育基本方針」や府教育庁の「人権教育基本方針」

「人権教育推進プラン」、障害者差別解消法等に基づき、子どもたちの高い人権意識を醸成し、豊かな

人間関係づくりをめざす人権教育を推進する。子どもの人権、同和問題、男女平等教育、支援教育、多

文化共生等、様々な人権問題に関して、主体的な思考力、判断力を養い、自らの課題として人権問題の

解決に取り組む児童・生徒を育成するため、研修の充実と活用教材の精選を図る。 

学校園における人権教育の推進のため、人権教育研究協議会や多文化共生教育研究会へ研究事業を委

託する。その研究において、実践交流や講演会に参加することにより、人権教育の推進及び在日外国人

教育・国際理解教育の一層の推進を図る。また、学校行事や教育活動等を通して人権・平和学習の取り

組みの充実を図る。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○学校園が、本市の「人権教育基本方針」を踏まえ、人権教育を学校園教育の中に正しく位置付け、校

園長を中心とした課題別の校内体制を整備して組織的な指導に努め、人権教育を推進していること

を、人権に関するヒアリングにおいて確認を行っている。（9月 30日現在、20校実施） 

 

○人権政策室と連携し、小学校 7校の 4年生児童を対象に、性別にかかわりなく自分も相手も大切にし、

尊重し合う意識と態度を身につけることを目的とした「DV 予防教育プログラム」を実施している。（9

月 30日現在、4校実施） 

 

○体罰の根絶、人権尊重の教育、いじめの未然防止等について小中学校の初任者教員や2年目教員を対

象として、研修の実施及び大阪人権博物館の見学等、経験の浅い教職員への人権意識・人権感覚の向

上に取り組んでいる。 

 

○小中学校の人権教育担当者を対象に、多文化共生教育について外部講師を招聘し、研修を実施した。

（9 月 9日実施） 

 

○児童虐待事案への対応や未然防止のための啓発を行うため、子ども総合相談センターと連携し、教職

員への児童虐待防止研修等を実施するとともに、学校体制の強化に取り組んでいる。 

 

○障害者差別解消法の施行を受け、「障害を理由とする差別の禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」

について学校園の校園長・人権教育担当者・支援教育担当者を対象に外部講師を招聘し、研修を実施

した。（5月 27日、6月 2日、7月 28日実施） 

 

○日本語の習得が不十分な帰国児童等に対して、日本語及び教科の学習の支援、学校生活における相談

等を行う 12 名の教育指導員を派遣している。（教育指導員派遣のべ回数 617回） 
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指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

人権研修の実施回数 
いじめ・体罰・虐待などの人権研修 

の実施状況 

27 回 

(延べ 1,679 人 

参加) 

20回 

(延べ 1,213 人 

参加) 

枚方市平和月間事業へ 

の参加及び平和学習実 

施校数 

「ひらかた平和フォーラム」「平和の 

燈火（あかり）」に参加した小中学校 

及び調べ学習、体験活動、人権・平 

和教育教材集等により、平和学習に 

ついて取り組んだ小中学校の校数 

64 校   

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 8,545千円 7,785千円 －千円 －千円 －千円 7,785千円 

28 8,810千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

今後も引き続き、各学校園の人権教育推進計画や年間指導計画に基づき、子どもたちの高い人権意識を

醸成し、豊かな人間関係づくりをめざす人権教育を推進する。男女平等教育においては、人権政策室と連

携し 3つの小学校（実施予定 7校）において、4年生児童や教職員を対象としたＤＶ予防教育プログラムを

実施する。児童虐待防止等の対応については、福祉機関等の関係機関と継続的な連携を図る。人権教育推

進研究委託及び多文化共生教育研究委託においては、実践交流や講演会を通して、また、全国人権教育研

究協議会に参加することで、人権教育の推進及び在日外国人教育・国際理解教育の推進を図る。平和学習

については、今後も積極的に調べ学習や体験活動等を取り入れ、児童・生徒に生命及び平和の尊さについ

て考えさせる取り組みを引き続き継続していく。  
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 
基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 教育フォーラム開催事業 教育研修課 30 

② 枚方市教職員育成事業 教育研修課 32 

③ 授業の達人養成・教科研究事業 教育研修課 34 

④ 学校園活性化事業（再掲） 教育指導課 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 担当課 

 

①教育フォーラム開催事業 教育研修課 

事業目標 

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。 

平成 28年度計画概要 

幼稚園・小学校・中学校が連携し、家庭・地域と一体となって子どもたちの成長を見守ることの大切

さを共通理解し、第 5次枚方市総合計画の基本構想に掲げる 5つの基本目標の一つ「一人ひとりの成長

を支え、豊かな心を育むまち」をめざす。また、教育委員会主要施策をはじめとする本市教育の主な取

り組みを紹介し、教職員の理解を深める。 

 

○基調講演、パネルディスカッション等を通じて、小学校外国語活動及び中学校英語科の授業づくり・

授業改善について考えるとともに、小学校における英語の教科化等、今後の教育の動向について理解

を深め、枚方市の「教育」のめざす方向性を発信する。 

○「枚方の英語教育の取り組み」の報告や市立小学校教員とＪＴＥ（英語教育指導助手）による模擬授

業を通して、教育委員会主要施策をはじめとする本市教育の主な取り組み及び、市立小学校の実践を

紹介する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

今後、学習指導要領改訂に向けた教育の動向が注視される中、市独自のカリキュラムで行う教職員研

修の一貫として、初任者研修等を兼ねて枚方市教育フォーラムを実施し、教育改革の最前線で活躍する

国立教育政策研究所教育課程調査官を講師に招いた講演や市立小中学校教職員も交えたパネルディス

カッション等を通して、今後の外国語教育のあり方について市民とともに考える場とした。 

 

日時：平成 28年 7月 22日（金） 

場所：枚方市市民会館大ホール 

対象：枚方市在住・在職の方々 

枚方市立学校園教職員（初任者･2年目小中学校教員･学年主任･10年経験者研修受講教員他） 

 時間 内容 

第

１

部 

13:30～15:30 

・報告「枚方の英語教育の取り組み」 枚方市教育委員会 

・模擬授業 

授業者：枚方市立蹉跎西小学校 井手内 太吾 首席 

宮前 直美 枚方市英語教育指導助手 

児童役：平成 28年度小学校初任者 23名 

・基調講演「小・中学校の外国語教育のこれから」 

国立教育政策研究所 直山 木綿子 教育課程調査官 

第

２

部 

15:45～17:00 

・パネルディスカッション 

テーマ「つながる授業 ～外国語活動と英語科の実践から～」 

アドバイザー    国立教育政策研究所     直山 木綿子 教育課程調査官 

パネリスト      枚方市立蹉跎西小学校    井手内 太吾 首席 

宮前   直美 英語教育指導助手 

枚方市立蹉跎中学校     片山   華子 教諭 

コーディネーター 枚方市教育委員会教育研修課 鈴木   秀和 指導主事 

※枚方市立図書館の図書貸出カードの出張登録ブースの設置、自動車文庫の展示 
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指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

参加人数 参加した人数 877人 723人 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

教育委員会の取り組み

の発信状況 

教育委員会の取り組みについて、市

民へ発信するイベント等を実施して

いる市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

23市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 825千円 823千円 －千円 －千円 －千円 823千円 

28 850千円      

 
関係計画等との関係 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
 
今後の取り組み 

平成 29年度も、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ために、枚方市教育フォーラムを開催する。平成 29 年度は、「子ども

たちの学力向上」を柱に、「授業づくり・授業改善」をねらいとしたテーマを設定し、講演等を通じて、学

習指導要領の改訂を見据えた新しい学力観や、授業のあり方について発信する。また、枚方の教育の報告

等により、教育委員会主要施策をはじめとする本市教育の主な取り組みを紹介する。市制 70周年を記念し

て、著名人を招いた講演等も実施予定。 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 担当課 

 

②枚方市教職員育成事業 教育研修課 

事業目標 

教職員研修の充実等による教職員の資質と指導力の向上を図る。 

平成 28年度計画概要 

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す

る。 

 

○目標：「『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」 

重点項目：「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」 

「『確かな学び』育成 SP」（小中一貫教育中学校ブロック合同授業研究サポートプログラム） 

 

○教職員の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」及び、専門的な知識・

技能の習得を図り、指導力を向上させるための「専門研修」を年間 288回計画・実施し、教職員の資

質と指導力の向上を図る。 

 

○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

進プランナーが学校を訪問し、経験の浅い教員への指導助言、学校運営への支援を行うとともに、中

学校ブロックでの合同授業研究や教科等部会、研究授業・協議会への継続した指導助言・支援を行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○小中学校初任者研修をはじめ、市費負担教員研修や 2･3･4年目小中学校教員研修、10年経験者研修、

学力向上担当者研修、教科別研修等の中で、授業づくり・授業改善に関する研修を 68回実施した。 

○小中学校初任者は年間 3 回、2 年目小中学校教員は年間 1回実施する経験の浅い教員の校内での研究

授業への指導・助言及び、「『確かな学び』育成 SP」による中学校ブロックでの合同授業研究への指導・

支援を実施し、重点項目の「児童生徒の学力向上に向けた授業づくり・授業改善」の推進に向け取り

組んだ。 

○指導主事や教育推進プランナーが学校を訪問し、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行った。 

■学校訪問回数（9月 30日現在） 

544 回実施。（内訳、経験の浅い教職員への指導助言 245回、中学校ブロック及び校内で行う授業

研究等への指導・支援 299回）  

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

研修実施回数 研修を実施した回数 366回 173回 
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研修内容を授業等に活

用している教職員の割

合 

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

実践したりした割合 

87.4％ 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 6,390千円 4,443千円 －千円 －千円 －千円 4,443千円 

28 5,621千円      

 
関係計画等との関係 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

計画している教職員研修を円滑に実施するとともに、内容のさらなる充実を図る。研修実施直後に行っ

た受講者への「振り返りシート」のアンケート項目の回答の分析、考察を行う。また、実施した研修の事

後調査を行い、職場での活用度等について分析、考察し、次年度実施研修の計画・立案を進める。 

引き続き、指導主事や教育推進プランナーが学校を訪問し、経験の浅い教員への指導助言、中学校ブロ

ックでの合同授業研究への指導・支援を実施し、経験の浅い教職員の育成と小中一貫教育の柱の一つであ

る「確かな学びの育成」に向けた取り組みの推進を図る。 

 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

 

34 

 
基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 担当課 

 

③授業の達人養成・教科研究事業 教育研修課 

事業目標 

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員の育成を図るとともに、各教科等の指導

における研究を深め、その成果を市内学校園に広めることをもって、枚方市の子どもたちの確かな学力

を育成し、生きる力を育む。 

平成 28年度計画概要 

平成 28 年度は、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」と、小中一貫教育における各中学校ブロック教科等部会のリーダ

ーを対象とした「教科研究講座」の 2つの講座で実施する。 

 

○授業の達人養成講座 

〔対象者〕教職経験 5年以上で、校長からの推薦を受けた教諭 

2年間継続受講できる者 

〔内 容〕年間 12回実施（予定） 

・外部講師として年間を通じて大学教授等を招聘 

・大学教授等、教育のスペシャリストを特別講師として招聘 

・教材研究、学習指導案の検討を行い、年間 1～2回の研究授業を実施 

受講者よる研究授業は、公開研究授業として実施 

・先進地域・先進校への視察を実施 

  ※段階的に『達人』に認証するシステムを構築する。 

 

○教科研究講座 

【10部会】国語(小中)、社会(小中)、数学(中)･算数(小)、理科(小中)･生活(小) 

英語(中)･外国語活動(小)、音楽(小中)、美術(中)･図画工作(小) 

技術/家庭(中)･家庭(小)、保健体育(中)･体育(小)、道徳(小中) 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○授業の達人養成講座 

・第 1回〔7/20〕 講話「授業の達人養成講座受講者に期待すること」 

講師 枚方市教育委員会 奈良 渉 教育長 

ガイダンス・ワークショップ 「『授業の達人』をめざして」 

 担当 教育研修課 喜多 一友 課長 

 ・第 2回〔8/25〕『授業の達人』をめざして 1 ～授業づくり 1～ 

講義・演習「アクティブ・ラーニングによる授業づくり ～実践事例から学ぶ～」 

講師 早稲田大学 教職大学院 田中 博之 教授 

・第 3回〔9/16〕「授業の達人」をめざして 2 ～授業づくり 2～ 

講義「教材研究について」 

           講師 教育研修課 杉本 喜美子 教育推進プランナー 

                    藤本 明美  教育推進プランナー 

講義・演習「学習指導案の作成について」 

 講師 教育研修課 喜多 一友 課長 

 

○教科研究講座 

 ・第 1回 全体会〔7/8〕 講義・演習「“逆向き設計”による学習指導、 

授業づくり、学校づくり、校種間連携」 

    講師 大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 森田 英嗣 教授 
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指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

授業の達人養成講座及

び教科研究講座の受講

者数 

授業の達人養成・教科研究講座の 

延べ受講者数 
1,125人 191人 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 1,800千円 1,612千円 －千円 －千円 －千円 1,612千円 

28 1,440千円      

 
関係計画等との関係 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

「授業の達人養成講座」 

○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員の育成を図ることを目的とし、次のよう

な取り組みを行う。 

◆教育のスペシャリストを講師として招聘し、アクティブ・ラーニングやパフォーマンス課題・評価

についての講義等を行う。 

◆研究授業を受講者全員が行う。指導主事及び教育推進プランナーがその研究授業を参観し、指導助

言を行う。 

◆学力向上及び授業改善に積極的に取り組む先進的な地域や学校の視察研修を行う。 

 

「教科研究講座」 

○小中一貫教育おける各中学校ブロック教科等部会のリーダーは、第 1 回研修の内容を持ち帰り、各中

学校ブロックの教科等部会において伝達し、その後の取り組みに活用している。 

今後は、各教科等部会（10 部会）で 2 回の講座を行う。これまで各中学校ブロックで実施された教

科等部会を踏まえ、各部会において、専門的な識見を有する大学教授等を講師に招聘し、講義・演習

を行ったり、実践報告や情報交換・意見交流等を行ったりし、小中一貫教育の取り組みの推進を図る。 
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平成 28年度主要事業 
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基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 
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※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 担当課 

 

①支援教育充実事業 児童生徒支援室 

事業目標 

すべての障害のある幼児・児童・生徒の自立等をめざし、「ともに学び、ともに育つ」教育の充実を

図るとともに、一人一人の教育的ニーズに応じた支援教育の充実を図る。 

平成 28年度計画概要 

○支援教育コーディネーター支援充実事業 

支援教育コーディネーター（※1・P40）（週 6～18時間）が、通常の学級に在籍する配慮が必要な児

童・生徒の状況把握に基づき、他の教員への指導・助言及び支援学級における支援を進める。関係機

関との連携及び保護者からの相談窓口となる等、学校の支援教育の中心となり支援教育体制の充実を

図る。 

 

○支援教育学校園支援事業 

通常の学級に在籍する発達障害等の児童・生徒への支援に対して、個に応じた指導の充実のため、4

校の対象校に各 5回の派遣を行い、教育計画の立案・教育環境・支援体制の整備の充実を進める。ま

た、市内の公私立幼稚園へ相談員を派遣し、教職員や保護者に対して相談や指導・助言を行う。 

 

○「発達障害の可能性のある児童生徒等の系統性のある支援研究」（文部科学省委託事業） 

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

よう調査研究を行い、系統性のある支援教育の充実を図る。（文部科学省委託事業を大阪府から再委

託を受けて実施。平成 27年度から 2年間） 

 

○就学前の幼児を対象とした言語指導訓練 

小学校へのスムーズな入学のため、言語障害のある幼児に対して専門的な訓練や指導及び保護者との

相談活動を行う。 

 

○支援学級備品の貸与及び修繕・メンテナンス 

新設支援学級の設備整備のため、備品の購入補助を行う。また、支援を必要とする児童・生徒に対し

て、階段昇降車、補聴支援システム、拡大教科書など備品を貸与する。また、必要に応じて各々の備

品の定期点検、修理を行う。 

 

○通級指導教室の環境整備 

通常の学級に在籍する言語・難聴等の障害のある子どもが、障害の状況に応じた指導を受ける通級指

導教室に対して、指導で必要な消耗品及び教室環境の整備を行う。 

 

○整形外科医による検診及び指導助言、障害児機能回復訓練 

整形外科医が、診察を希望する児童・生徒に検診を実施し、支援学級担任や介助員、保護者等を含め、

支援が必要な児童・生徒への訓練方法や介助方法を助言する。また、理学療法士が機能回復訓練を実

施する。 

 

○学校看護師及び肢体不自由児介助員の配置 

医療的ケアの必要な幼児・児童・生徒や、肢体不自由学級に在籍する介助が必要な児童・生徒が、安

心して学校園生活を送ることができるとともに、保護者の負担軽減を図ることを目的として、学校看

護師や肢体不自由児介助員を、必要に応じて当該校に配置する。 

 

○乗馬体験事業 

支援学級在籍の児童が、馬の世話等を通して馬とふれあい、豊かな心の育成をめざし、社会生活のあ

り方や自己決定の方法を学ぶ。 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

38 

 

 

○通学困難児童・生徒通学等タクシー支援事業 

肢体不自由や病弱等が原因で、通学に困難をきたしている児童・生徒や、本市在住で大阪府立支援学

校に通学する児童・生徒を対象に通学の援助を行う。 

 

○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下、障害者差別解消法）」の施行に伴う教職

員研修 

平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行される。障害者に対する無理解や偏見等を取り除き、障害

者の人権が尊重される教育を推進すること、合理的配慮の観点を踏まえた支援教育の充実を図ること

が学校園に求められる。これらのことを踏まえ、教職員研修を実施し、理解啓発に努める。 

平成 28年度実績（平成 28年 4月～9月） 

○支援教育コーディネーター支援充実事業 

全ての小中学校に対し非常勤講師を週 6～18時間配置した。支援教育コーディネーターが行う授業を

非常勤講師（※2・P40）が担当した。支援教育コーディネーターは通常の学級に在籍する配慮を必要

とする児童・生徒の状況把握に努めるとともに、個別の教育支援計画（※3・P40）の作成、ケース会

議、校内研修の企画運営や他機関との連携、保護者の相談窓口となる等、学校の支援教育の核となり、

校内支援体制の充実を図った。 

 

○支援教育学校園支援事業 

通常の学級に在籍する発達障害等の児童・生徒への支援方法や校内支援体制の推進に関すること、個

別の教育支援計画・個別の指導計画の作成等について、専門家の巡回により指導・助言を行った。ま

た、公私立幼稚園に相談員を派遣し、保護者や教職員に対して、相談や指導・助言を行った。 

 

○「発達障害の可能性のある児童生徒等の系統性のある支援研究」（文部科学省委託事業） 

枚方市立渚西中学校と大阪府立枚方なぎさ高等学校をモデル校として指定し、発達障害の可能性のあ

る生徒の効果的な引継ぎ方法について検証している。「サポートシート」の活用や、授業参観を通し

て連携を図った。 

 

○就学前の幼児を対象とした言語指導訓練 

4月に保護者説明会・個人面談を実施し、訓練を行っている。現在、約 120人が訓練を受けている。 

 

○支援学級備品の貸与及び修繕・メンテナンス 

新たな種別の支援学級が設置された学校について、備品の購入補助を行った。 

 

○通級指導教室の環境整備 

通級指導教室（※4・P40）8 教室に消耗品費を配当するとともに、今年度新設された磯島小学校発達

障害通級指導教室に、教室環境を整えるため備品購入費を配当する等、環境整備や教材の充実を図っ

ている。 

 

○整形外科医による検診及び指導助言、障害児機能回復訓練 

１学期に整形外科医による巡回相談を１回実施した。また、理学療法士による巡回指導について、24

校から 42人の申込みがあり実施した。 

 

○学校看護師及び肢体不自由児介助員の配置 

学校看護師は、幼稚園 3園、小学校 7校、中学校 1校に配置されており、医療的ケアを実施した。ま

た、肢体不自由児介助員は、小学校 14校、中学校 2校に配置され、児童生徒の生活介助等を行った。 

 

○乗馬体験事業 

馬とのふれあい体験活動を小学校 8校で 19回実施した。 
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○通学困難児童・生徒通学等タクシー支援事業 

肢体不自由や病弱等で通学が困難な小学校 18 人、中学校 3 人、支援学校小学部 1 人、支援学校中学

部 2人に対し、タクシー代の補助を行い、就学の保障を図った。 

 

○障害者差別解消法の施行に伴う教職員研修 

夏季校長研修会や支援教育研修等において、障害者差別解消法について啓発を行うとともに、合理的

配慮の観点を踏まえた支援教育の充実を図った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

個別の教育支援計画作

成状況 

通常の学級に在籍する配慮を必要と

する児童・生徒の個別の教育支援計

画作成状況 

35.6％ 38.7％ 

ケース会議の実施回数 
配慮を必要とする児童・生徒に係る

ケース会議等の実施回数 
― 351回 

支援教育に関する専門

的な知識・技能を持つ

専門家の派遣回数 

支援教育に関する専門的な知識・技

能を持つ専門家を学校園に派遣した

回数 

418回 190回 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

支援教育コーディネー

ター支援充実事業の実

施状況 

支援教育コーディネーターが配慮を

要する児童・生徒の状況把握、支援

等を行う時間確保のため非常勤講師

を配置している市の数 

(大阪府内 ※政令市を除く) 

3市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 163,104 千円 142,847 千円 7,157千円 －千円 －千円 135,690千円 

28 184,531 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
 
今後の取り組み 

合理的配慮の観点を踏まえ、障害のある子どもの基礎的環境整備を整えていくとともに、本人・保護者

の意向を受け止め、合意形成を図り、支援教育の充実を図っていく。 
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【用語説明】 

※1 支援教育コーディネーター 

校園長から指名を受け、配慮の必要な幼児・児童・生徒に対する支援の中心となるため、学校内支援体

制の構築、外部関係機関との連携等をコーディネートする教員のこと。学校園全体の支援教育の体制や環

境の整備、実態把握と個別の指導計画・教育支援計画に基づき、障害のある幼児・児童・生徒に対する指

導・支援を行う。また、他の教職員に対する指導・助言及び保護者や福祉・医療機関等の関係機関との連

携にあたる。 

 

※2 支援教育コーディネーター支援充実事業に係る非常勤講師 

  支援教育コーディネーターに指名された教員が、支援教育コーディネーターの役割に専念できる時間

を確保するために配置する非常勤講師。 

 
※3 個別の教育支援計画 

 障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じて、就学前から卒業後まで一貫した支援を実現する

ために、保護者参画のもと、学校園が中心となって長期的な視点で支援を行うことを目的に策定した計

画。 

 
※4 通級指導教室 

 通常の学級に在籍している「ことば」「きこえ」「発達」に比較的経度の課題がある子どものために特

別な指導や訓練をする教室。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 
基本方策５ 幼児教育の充実 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 預かり保育事業 教育指導課 42 

② 幼児教育教室事業 教育指導課 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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基本方策５ 幼児教育の充実 担当課 

 

①預かり保育事業 教育指導課 

事業目標 

幼児の安全・安心な遊び場の確保及び、保護者の心身のリフレッシュや就労等の様々な状況に対応し 

た在園児の保護者支援を行う。 

平成 28年度計画概要 

幼稚園の遊戯室や保育室を活用し、国の子ども・子育て支援新制度に基づいて、教育課程外の「預か

り保育」の指導計画を立案し、以下のとおり実施する。  

〈各幼稚園での取り組み〉  

１．実施日 幼稚園開園日の水曜日を除く週 4日  

２．実施時間 14:00～16:30  

３．対象 希望する在園児  

４．担当者 指導員 2名（幼児教育教室と兼務） 幼稚園教諭または保育士有資格者  

５．料金 1回 250円（国の想定している利用者負担額に基づく）  

６．保育内容 通常の保育時間の活動内容を考慮し、幼児の心身の負担にならないように教職員との

連携を図りながら、保育を進める。また、個別に支援の必要な幼児については、幼稚園の教職員

を配置するなど、配慮して取り組む。  

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

7園において計画どおり実施し、推進している。幼稚園により、利用者数に差があるが、多い日は 44

人が利用する園があり、１園あたり１日平均 12 人の利用となっている。利用者の中には、就労してい

る保護者があり、個人の利用回数において差が見られる。  

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

預かり保育利用率 
在籍人数に占める 1日あたりの平均

利用人数の割合 
19.4％ 18.4％ 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

預かり保育の実施状況 

公立幼稚園において預かり保育を実

施している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

21市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 11,766 千円 8,278千円 3,178千円 －千円 3,510千円 1,590千円 

28 11,822 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 15 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちが健やかに育つことができるまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
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今後の取り組み 

保護者の活用状況や要望を踏まえながら、引き続き子育て支援と、幼児に安全・安心な遊び場を提供し、

内容の充実を図る。 
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基本方策５ 幼児教育の充実 担当課 

  

②幼児教育教室事業 教育指導課 

事業目標 

地域の 2・3 歳の未就園児親子が安心して遊べる場と保護者同士が交流できる場を提供し、保護者が

精神的にゆとりをもち、安心して子育てできることで、家庭の教育力の向上を図る。  

平成 28年度計画概要 

幼稚園施設や遊具を活用し、国の子ども・子育て支援新制度に基づいた地域の保護者支援のひとつと

して、在園児との交流も含めた年間計画を立案し、以下のとおり実施する。  

〈各幼稚園での取り組み〉  

１．実施日 2歳児、3歳児クラス共に、幼稚園開園日の週 2日  

２．実施時間 1時間 30分  

３．対象 地域の未就園児とその保護者  

４．担当者 指導員 2名（預かり保育と兼務） 幼稚園教諭または保育士有資格者  

５．料金 無料  

６．保育内容 幼稚園で、出席シールノートや名札を作成し、親子が楽しんで参加できる工夫をしなが

ら季節や発達段階を考慮した保育内容を考慮して実施する。  

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

7 園において計画どおり実施し、未就園の親子が、幼稚園施設を活用し、楽しく過ごす時間が確保で

きている。また、幼稚園に来園することにより、幼稚園の様子や在園児の様子を参観することができ、

幼児の発達段階の理解や保護者どうしのつながりが広がる機会になっている。各幼稚園により違いはあ

るが、1園あたりの 1回平均利用親子は、11組である。  

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

幼児教育教室利用組数 
1日あたりの平均利用親子の組数 

（1園あたり） 
13組 11組 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

幼時教育教室の実施状

況 

幼稚園において幼児教育教室を実施

している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

9市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 4,754千円 3,408千円 －千円 －千円 －千円 3,408千円 

28 4,529千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 15 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちが健やかに育つことができるまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
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今後の取り組み 

未就園児親子の参加状況を見極めながら、地域の子育て支援の一層の充実を図る。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 

基本方策６ 地域とともにある学校づくりの推進 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 小中一貫教育推進事業（再掲） 教育指導課 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 
基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 学校安全監視事業 教育総務課 48 

② 生徒指導充実事業 
教 職 員 課  

児童生徒支援室 
50 

③ 教育相談実施事業 児童生徒支援室 52 

④ 不登校等対策事業 児童生徒支援室 54 

⑤ 通学路等安全対策事業 児童生徒支援室 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 担当課 

 

①学校安全監視事業 教育総務課 

事業目標 

小学校児童の安全・安心な学習環境の確保のために、学校の正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 

する。また、本市の取り組みの特色である、地域・保護者の協力を得ての安全監視ボランティアによる

活動をとおして、地域ぐるみ、まちぐるみで子どもの安全を確保しようという意識を高めていく。 

平成 28年度計画概要 

小学校の正門の適正な管理と来校者の受付・確認を行うために、全45小学校に設置している監視カメ

ラや校門のオートロック装置と連動したワイヤレスモニター子機付きインターホン（※1・P49 ）の活

用に加えて、来校者の多い時間帯や児童の下校時間帯に合わせて人的配置を行う。 

また、地域ぐるみ、まちぐるみで子どもの安全を確保しようという意識を高めていくため、事業につ

いて広報・ＰＲを行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○全 45小学校に設置している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、監視カメラの映像を録画するデジタルレコーダー(※2・P49)を活用して、正

門の適切な監視を行った。  

 

○監視カメラ等の活用に加えて、来校者の多い時間帯（8時 30分から 12時 30分）には、地域・保護者

の協力を得て、安全監視ボランティアを配置し、児童の下校時間帯（原則として 14 時 30 分から 16

時 30 分まで）には、シルバー人材センターへ委託しての安全監視員を配置し、人の目による監視を

行った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

不審者の侵入件数 
児童在校中の小学校への不審者の侵

入件数 
0件 0件 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

学校安全監視の実施状

況 

小学校の安全監視において人的配置

を行っている市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

28市／31市 
 

学校安全監視への地

域・保護者等の参画状

況 

学校安全監視における人的配置に地

域・保護者等のボランティアが参画

している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

8市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 32,384 千円 30,053 千円 －千円 －千円 －千円 30,053千円 

28 32,384 千円      
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関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
 
今後の取り組み 

引き続き、学校安全監視事業を適切に実施していくことで、児童の安全・安心な学習環境を確保していく。

また、より地域ぐるみ、まちぐるみでの子どもの安全を確保しようとする意識を高めていくためにも、ＦＭ

ひらかたへの出演やホームページ等での広報・ＰＲを行っていく。 

 
 
【用語説明】 

※1 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 

不審者の侵入抑止と校門における安全対策の充実を目的として、平成 21年度に全枚方市立小学校を対象

に正門脇通用門に設置されたオートロックと連動するワイヤレスモニター付きインターホン。職員室内のど

の位置からもワイヤレスモニター子機で来校者の確認とオートロック操作が行うことができる。 

 

※2 監視カメラの映像を録画するデジタルレコーダー 

監視カメラの映像は、デジタルレコーダーに自動的に録画され、一定期間保存される。 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 担当課 

  

②生徒指導充実事業 
教職員課 

児童生徒支援室 

事業目標 

市内中学校に市費負担の教員を配置し、これまで以上にスクールカウンセラー等との連携を深め、い

じめや暴力行為などの問題行動にも迅速かつ適切に対応ができるよう生徒指導主事を中心とした生徒

指導体制の充実を図る。また、安全・安心な教育環境及び心の教育を充実させ、自他ともに尊重する子

どもたちを育む等、小中学校 9年間を見据えた指導の充実に努める。 

平成 28年度計画概要 

○全中学校に市費負担教員を配置し、生徒指導主事を核とする生徒指導体制を強化する。 

 

○学校は「学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止に取り組むとともに、積極的にいじ

めを認知し、認知したいじめ事案については組織的に対処し、その解消に向けて取り組む。 

 

○「枚方市いじめ防止基本方針」に基づき、「枚方市いじめ問題対策連絡協議会」及び「枚方市学校い

じめ対策審議会」を定期的に開催する。また、「いじめ未然防止啓発月間」の啓発により、社会全体

でいじめ防止等に取り組む。 

 

○「課題解決的な指導」・「予防的な指導」・「成長を促す指導」に視点を置いた生徒指導を推進する。と

りわけ、こども支援コーディネーター配置校における生徒の自尊意識や自己有用感を高める取り組み

を行なう。 

 

○経験の浅い生徒指導主事の育成を図る。 

 

○弁護士、学識者、校長経験者、警察ＯＢ、福祉の専門家、心理の専門家、生徒指導担当指導主事で構

成する「ひらかた学校支援チーム」が定期的に学校訪問を行い、児童・生徒の状況等を把握するとと

もに、解決困難な事案等に対して適切な助言を行い、支援する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○1 学期の取り組みの成果と課題、生徒指導主事を核とした生徒指導体制のさらなる充実を図るため、

全中学校に生徒指導に関するヒアリングを実施し、指導・助言を行った。 

 

○各学校において、「学校いじめ防止基本方針」に基づき、児童・生徒に対して、学期に 1 回以上のい

じめアンケート及び教育相談を実施した。また、認知したいじめ事案については組織的に対処し、一

定解消に向けて取り組んだ。さらに、年度当初及び、夏季休業中等において、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。 

 

○「枚方市いじめ防止基本方針」のもと、設置した「枚方市いじめ問題対策連絡協議会」を 5 月に、「枚

方市学校いじめ審議会」を 8 月に開催した。9 月の「いじめ未然防止啓発月間」では、広報ひらかた

及びＦＭひらかたを通じて、いじめの防止等についての啓発を行った。いじめのアンケートの結果等

から認知したいじめにおいて「パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。」があり、特

にＳＮＳ等のコミュニケーションツールの適切な使用について講演会等で啓発を行った。 

 

○生徒指導主事の育成の観点から、毎月開催の生徒指導連絡会等で、経験の浅い生徒指導主事の悩み等

を共有し、経験豊富な生徒指導主事や生徒指導担当指導主事から助言を行った。 

 

○各学校は「課題解決的な指導」・「予防的な指導」・「成長を促す指導」に視点を置いた、生徒指導に取

り組んだ。特に、「成長を促す指導」については、こども支援コーディネーター配置校において、生

徒指導主事と連携し、生徒の自尊意識や自己有用感を高める取り組みの共有を図った。 
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○「ひらかた学校支援チーム」が定期的に学校訪問し、児童・生徒等の学校の状況等を把握するととも

に、解決困難な事案等に対して専門的な視点からその対応について適宜助言を行った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

いじめの認知件数 

①各学校における「いじめの防止等

のための対策のための組織」が認

知した件数 

②対応等により解消に至った件数 

 

③継続して支援または、解消に向け

て取り組んでいる件数 

※平成 27年度及び平成 28年度は 

暫定数値 

小学校 

①289件 

②288件 

③ 1件 

小学校 

①231件 

②226件 

③  5件 

中学校 

①117件 

② 96件 

③ 21件 

中学校 

① 47件 

② 46件 

③  1件 

体罰発生件数 小中学校における体罰発生件数 0件 0件 

問題行動 

（暴力行為の発生件数） 

小中学校における暴力行為の 

発生件数 

小学校： 54件 

中学校：190件 

小学校：38件 

中学校：94件 

他市比較等 説明 平成 27年度 平成 28年度 

いじめ防止基本方針の

策定状況 

法の趣旨を踏まえ、地方公共団体に

おけるいじめ防止基本方針を策定し

ている市の数（大阪府内 ※政令市

を除く） 

20市／31市  

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 77,543 千円 69,659 千円 272千円 － － 69,659千円 

28 66,847 千円      

 
関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

生徒指導充実事業におけるさまざまな検証を行い、子どもにとって安全・安心な教育環境の充実をより

一層図る。 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 担当課 

 

③教育相談実施事業 児童生徒支援室 

事業目標 

幼児・児童・生徒がかかえる課題の解決や早期対応を行うために、総合電話窓口として「子どもの笑

顔守るコール」を設置し、相談体制のさらなる充実を図る。 

 また、枚方市立教育文化センターにおいて、幼児・児童・生徒、保護者、教職員等を対象に、いじめ

問題や不登校等も含めた学校生活全般等にわたっての継続的な面談及び電話によるカウンセリングを

さらに進める。 

平成 28年度計画概要 

幼児・児童・生徒に関する総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」を設置し、電話相談員が直接、

適切な助言を行うなど、早期の課題解決に向けて取り組む。また、いじめ、不登校、学校生活、教育支

援など、学校生活全般についての課題や教職員の抱えるメンタルヘルスに係る問題等の解決に向けて、

専門的な知識及び経験を有する相談員が教育相談に応じ、課題等の早期発見・早期対応を行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○総合電話窓口 

 「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」）の電話番号を

記した啓発カードを市立全学校園の幼児・児童・生徒に配付するとともに、ホームページやツイッタ

ーで保護者、市民に周知した。平日 9時から 17時に相談員 1名が相談対応を行った。 

  電話相談件数 100件のうち、学校等につなぎ対応を図った件数は 61件であった。 

  

○継続教育相談 

 学校や総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」の中から、面談による教育相談が必要と思われる事

案において継続教育相談を行った。相談予約は、主に学校を通じて行った。また、支援教育相談・一

般教育相談の相談員を配置した。 

 

○教職員のメンタルヘルス相談 

 カードの配付等により教職員へ周知し、学級経営等で教職員が抱える諸問題の解決を支援する相談を

行った。 

 

○適応指導教室不登校相談 

 適応指導教室「ルポ」の指導の一環として、登室している児童・生徒及び保護者に対して、心理士等

の専門的知識を有する者にカウンセリングを行っている。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

各相談窓口の相談件数 

①「子どもの笑顔守るコール」 

相談件数 

②継続教育相談 

③教職員のメンタルヘルス相談 

④不登校相談 

① 294件 

 

②1219件 

③  63件 

④ 293件 

① 100件 

 

② 559件 

③  33件 

④  78件 

他市比較等 説明 平成 27年度 平成 28年度 

電話相談事業の実施状

況 

市独自で相談員を配置し、学校教育

に関わる電話相談を実施している市

の数（大阪府内 ※政令市を除く） 

27市／31市  



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

 

53 

 

 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 9,204千円 8,788千円 －千円 －千円 －千円 8,788千円 

28 9,079千円      

 
関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

今後も、啓発カードを市内各施設の窓口に設置するとともに、ホームページ等で広く市民に事業の周知

を行う。 

また、相談体制の継続・充実を図ることで、幼児・児童・生徒に係る課題解決、早期解決に努める。 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 担当課 

 

④不登校等対策事業 児童生徒支援室 

事業目標 

不登校の課題を解決するため、個々の児童生徒の要因や背景を踏まえながら適切に対応し、不登校の

児童生徒やその保護者を支援する。 

平成 28年度計画概要 

＜スクールソーシャルワーカー活用事業＞ 

○いじめ、暴力行為、児童虐待などの課題、とりわけ不登校児童・生徒の課題の解消のため、多角的な

支援を実施することが求められている。そのため、児童生徒の状況や背景、置かれた環境に着目して

支援を行うスクールソーシャルワーカーを増員して専門的に支援を行う。福祉の専門家であるスクー

ルソーシャルワーカー・スーパーバイザー1 名、チーフスクールソーシャルワーカー2 名に加え、教

育の分野等における専門的な知識を有する元校長等、6 名のスクールソーシャルワーカーを中学校区

に配置する。 

 

＜不登校支援協力員配置事業＞ 

○各学校の校内適応指導教室で不登校生徒に対して教育相談や学習支援等を行う不登校支援協力員を

全中学校に引き続き配置する。 

 

＜適応指導教室事業＞ 

○適応指導教室「ルポ」事業 

 教育文化センターにおいて、主として心理的要因から不登校の状態にある児童・生徒に対し学習活動、

グループ活動、訪問指導等を通して、自立及び学校復帰に向けた支援・指導を引き続き行う。 

 

○馬とのふれあい体験事業 

 馬とのふれあい体験を通して、不登校状態にある児童・生徒の自立の為の支援・指導を引き続き行う。 

 

＜不登校児童・生徒ＩＣＴ学習支援事業＞ 

○ルポ指導員と連携のもと学校の担任が、学校及び枚方市適応指導教室に行けない児童・生徒を対象に、

自宅において自学自習力システム等を活用し学習支援を引き続き行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

 

＜スクールソーシャルワーカー等活用事業＞ 

○2 中学校に 2名のチーフスクールソーシャルワーカー、6小学校に 6名のスクールソーシャルワーカ

ーを配置し、その学校を拠点として中学校区における支援を行った。また、緊急事案発生時には、ス

クールソーシャルワーカー・スーパーバイザー1名を含むチーフスクールソーシャルワーカーの緊急

派遣を行い、7月末現在のべ 241 人の児童・生徒の支援を行った。スクールソーシャルワーカーの資

質向上のため、年 6回のスクールソーシャルワーカー連絡会を実施予定。9月末までに 4回実施した。 

 

＜不登校支援協力員配置事業＞ 

○19中学校に不登校支援協力員を配置。学校における教育相談や校内適応指導教室等での学習支援を行 

い、不登校生徒の支援を行った。また不登校支援協力員の資質向上のため、不登校支援協力員連絡会

を年 3回実施予定。第 1回連絡会を 8月に実施した。 

 

＜適応指導教室事業＞ 

○適応指導教室「ルポ」事業 

 教育文化センターにおいて「適応指導教室」を実施。学習活動及びグループ活動等を通して、自立及

び学校復帰に向けた支援を行った。9月現在 14人登録承認。 
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○馬とのふれあい体験事業 

 馬とのふれあいを通して、不登校状態にある児童・生徒の自立のための支援・指導を 1回行った。 

 

＜不登校児童・生徒ＩＣＴ学習支援事業＞ 

○適応指導教室に登室できない児童・生徒を対象に自宅において自学自習力システム等を活用した学習

支援を行った。3人利用中。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

不登校児童・生徒の割合 
小中学校における全在籍児童生徒

数に対する不登校児童生徒の割合 

小学校：0.36％ 

中学校：3.49％ 

小学校：0.36％ 

中学校：2.39％ 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27  24,746千円 23,279 千円 265千円 －千円 －千円 23,014千円 

28 33,305 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

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 

 
今後の取り組み 

不登校児童・生徒の減少に向けて、引き続き各事業を推進していく。 

○配置したチーフスクールソーシャルワーカー及び、スクールソーシャルワーカーを有効活用し、学校内

でスクールカウンセラーや心の教室相談員とも連携し、継続して児童・生徒の学校生活の充実や家庭の

教育力向上を支援する。 

 

○不登校支援協力員については引き続き、校内適応指導教室における学習支援や教育相談を行い、不登校

生徒の状況改善に努める。 

 

○枚方市適応指導教室「ルポ」において、引き続き不登校児童・生徒の自立、学校復帰に向けた支援を行

う。 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 担当課 

 

⑤通学路等安全対策事業 児童生徒支援室 

事業目標 

子どもの通学路の安全確保を図るとともに、防犯・防災意識向上のため、警察等の関係機関と連携し

ながら、通学路の安全対策をすすめる。また、学校園において子どもへの安全教育に取り組む。 

平成 28年度計画概要 

○文部科学省作成の「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」を活用し、学校園におけ

る危機管理マニュアルの見直しを行う。さらに、市長部局・教育委員会・学校が連携した防災体制の

充実を図り、学校の状況に応じた「火災」「風水害」「地震」「不審者」等を想定した訓練を実施する

など防災教育の充実を図る。また、地域住民とともに避難所生活を想定した体験を行う学校防災キャ

ンプや、交通安全教室を実施することにより、子どもたちが自らの危険を予測し、回避する能力の向

上を図るため、安全・防災教育を行う。 

 

○学校園でのメール配信システムについては、児童の登下校の見守り隊等にも対象を拡げ、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等へ提供していく。 

 

○通学路の安全確保については、交通量が多く信号がない等の危険な道路横断箇所に交通専従員・交通

指導員を配置するとともに、「枚方市通学路交通安全プログラム」に基づき、小学校を通じて児童生

徒支援室が危険箇所を集約し、道路管理者、教育委員会、警察署等で構成する通学路安全対策連絡会

議に報告する。その後、三者による合同点検を行い、その対策について協議する。 

 

○通学路の安全確保のための通学路への防犯カメラの設置を危機管理室と連携して進めていく。 

 

○通学の距離及び安全面からみて、バス通学が必要と認められる児童・生徒の保護者に対し、通学費の

補助を行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○学校園における危機管理マニュアルを見直し、内容がより充実したものになり、学校園が実践的な避

難訓練を実施することができた。 

 

○平成 28年 9月 30日現在、全学校園において、メール配信システムを活用した。 

 

○16校、28箇所において交通専従員・交通指導員を 55人配置した。また、交通専従員・交通指導員配

置箇所において、交通状況調査による実態把握を行った。 

 

○「枚方市通学路交通安全プログラム」に基づき、小学校を通じて児童生徒支援室で集約している危険

箇所について、道路管理者、教育委員会、警察署等で構成する通学路安全対策連絡会議に報告した。

その後、対策等について協議を行い、順次合同点検を行っていく。9 月に樟葉小学校区にて合同点検

を実施した。 

 

○通学路への防犯カメラの設置について、危機管理室と連携して進めている。 

 

○市立杉中学校の対象地域に居住する生徒の中で、申請のあった者に対して、通学費の補助を行った。

（1 学期交付 126 名） 
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指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

学校園の避難訓練実施

率 

「火災」「風水害」「地震」「不審者」

等を想定した訓練を実施した学校園

の割合 

100％ 
（71校園／71校園） 

100％ 
（71校園／71校園） 

防災キャンプの実施校

数 

防災キャンプを実施した小学校数 

※実施開始年度：平成 19年度 
14校 

14校 

（平成 28年度は 3

校実施予定） 

交通安全教室実施回数 
小・中学校において交通安全教室を

実施した回数 
48回 91回 

他市比較等 説明 平成 27年度 平成 28年度 

メール配信システムの

導入状況 

保護者を対象としたメール配信シス

テムを導入している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

22市／31市  

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 32,196 千円 29,357 千円 －千円 －千円 －千円 29,357千円 

28 32,485 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

学校園における危機管理マニュアルを活用し、学校の状況に応じて、実践的な訓練を実施する。 

また、学校、保護者、地域住民と関係各課が連携し、学校防災キャンプ事業を実施するとともに、交通

安全教室等、子どもたちが自らの危険を予測し、回避する能力を高めることができる安全・防災教育のさ

らなる推進を図る。メール配信システムに関しては、システムを活用して不審者の目撃情報や緊急情報等

を正確迅速に保護者に提供していくとともに、引き続き子どもの安全・安心に取り組んでいく。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 

基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 教育の情報化推進事業 教育総務課 59 

② 学校園施設改善事業 教育環境整備室 61 

③ 小中学校施設整備事業 教育環境整備室 62 

④ 学校規模等適正化事業 教育環境整備室 64 

⑤ 枚方小学校少人数教室等整備事業 教育環境整備室 65 

⑥ 小学校給食調理場ドライ運用推進事業 学校給食課 66 

⑦ 学校給食調理場老朽化対策検討事業 学校給食課 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 担当課 

 

①教育の情報化推進事業 教育総務課 

事業目標 

 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 28年度計画概要 

〇平成 28年 4月から新たな機能として保健機能を追加導入する。 

 

〇年度当初に、初任者教員を対象に校務支援システムの概要を説明する集合研修を、新規採用養護教諭

を対象に保健機能についての操作研修を実施する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

〇平成 28 年 4 月から新たな機能として保健機能を導入した。これにより、健康診断の記録をデータと

してサーバにより一元管理を行うこととなった。また、医療機関等の受診が必要となった児童・生徒

について、各校で受診についてのお知らせ帳票等の出力が可能となった。 

 

〇校務支援システムに関わる研修として、平成 28 年 4 月に初任者教員と新規採用養護教諭を対象とす

る研修を行った。 

 

■各種研修の内容 

実施日 対象 内容 

4月 11日 初任者教員 校務支援システムの仕組みと操作等の説明 

4月 14日 新規採用養護教諭 保健機能の運用および保健帳票等の作成方法 
 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

通知表等の作成に要す

る平均時間 

年度末における通知表・指導

要録の作成事務（成績の転記

や所見の記入、出席統計、点

検・修正等）に要した時間 

通 知 表：約 8.5時間 

指導要録：約 6.4時間 
 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

校務支援システムの導

入状況 

全小中学校に校務支援システ

ムを導入している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除

く） 

6市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 22,124 千円 18,911 千円 －千円 －千円 －千円 18,911千円 

28 19,629 千円      
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関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
 
今後の取り組み 

全教職員が校務支援システムを効果的に活用できるよう、必要なフォローアップ研修を実施していく。

また、教職員の事務を軽減や児童・生徒と向き合う時間の確保がシステム導入に伴って効果的なものとな

っているか、アンケート等を年度末までに実施し、検証を行う。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 担当課 

  

②学校園施設改善事業 教育環境整備室 

事業目標 

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、学校園施設の維持・保全及び教育内容に応じた施設の

整備等を行うとともに、老朽化したトイレ施設の改修及び機能の充実を図り、良好な学校教育環境の確

保・改善を図る。 

平成 28年度計画概要 

良好な学校教育環境の確保・改善を図るため、学校園の改修工事や施設維持保全を行う。また、乾式 

トイレ（ドライ方式）への改造や多目的トイレ（障害者用兼用）の整備を行うトイレ改造工事を小学校 

5校、中学校 4校で実施する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

「枚方市市有建築物保全計画」に基づく工事を小学校 12 校、中学校 3 校、幼稚園 1 園で行った。保

全計画外の工事を小学校 3校、中学校 2校、幼稚園 1園で行った。トイレ改造については小学校 5校、

中学校 4校で行った。 

また、学校園からの修繕要望による、雨漏、給排水管等の漏水や教室扉の修理等については小学校 112

件、中学校 41件、幼稚園 8件行った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

保全計画等工事実施率 

当該年度に計画した保全計画に基づ

く工事及び保全計画外の工事の実施

割合 

100% 55% 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 
1,242,090千円 

（457,414千円） 
1,171,140千円 122,726千円 468,400千円 150,000千円 430,014千円 

28 1,761,891千円      

（注）予算額下段（  ）内の金額は翌年度への繰越額で、当該年度の予算額には含んでいない。 

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

関連計画 枚方市市有建築物保全計画 

 
今後の取り組み 

「枚方市市有建築物保全計画」に基づき計画的な改修を引続き実施する。また、老朽化したトイレ施設

の改造についても順次行っていく。 

学校園からの施設改修要望については、緊急性や必要性に応じて、改修工事や修繕を行い教育環境の確

保を図っていく。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 担当課 

  

③小中学校施設整備事業 教育環境整備室 

事業目標 

学校施設整備計画に基づき、第 1 期 5 校 13 棟の施設について順次基本計画、基本設計、実施設計、

長寿命化改修工事等を行い、学校施設を更新していくことにより、教育環境の質的向上を図る。 

平成 28年度計画概要 

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」を踏まえて策定した「枚方市学校施設整備計画」に基づき、平成 27 年度

から取り組んでいる香里小学校長寿命化改修等設計委託業務に引き続き、平成 28 年度は、桜丘小学校・

第一中学校における長寿命化改修等設計委託業務に取り組む。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

香里小学校長寿命化改修工事等設計委託業務については業務中、桜丘小学校長寿命化改修等設計委託

業務については入札中、第一中学校長寿命化改修等設計委託業務については発注前となっている。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

基本設計・実施設計委託

校数 

学校施設整備計画に基づき当該年度

に基本設計・実施設計委託を実施し

た学校数 

1校 1校入札中 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

整備計画の策定状況 

学校園の老朽化に対応するための整

備計画を策定している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

7市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 9,977千円 7,190千円 －千円 －千円 －千円 7,190千円 

28 20,520 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

実行計画 平成 27 年度 9月補正実行計画 

関連計画 枚方市学校施設整備計画 
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今後の取り組み 

「枚方市学校施設整備計画」に基づき、桜丘小学校及び第一中学校の長寿命化改修等設計委託業務を実施

する。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 担当課 

  

④学校規模等適正化事業 教育環境整備室 

事業目標 

学校規模等適正化の取り組みにより、子どもたちの教育環境の整備・向上を図る。 

平成 28年度計画概要 

平成 28 年 3 月に学校規模等適正化審議会において取りまとめられた答申の内容について、検討対象

校とされた 11 校に対して説明会を開催し、その際に出た意見等を参考に学校規模等適正化基本方針の

素案を作成する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

審議会からの答申内容について検討対象校 10 校および開催要望のあった 1 校に対して、説明会を実

施した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

説明会開催回数 検討対象校等説明会開催回数 － 11回 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 931千円 741千円 －千円 －千円 －千円 741千円 

28 －千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

検討対象校 1 校の説明会を開催するとともに、学校規模等適正化基本方針の素案を作成する。また、素

案に対してパブリックコメントを実施していく。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 担当課 

  

⑤枚方小学校少人数教室等整備事業 教育環境整備室 

事業目標 

枚方小学校の教育環境の向上を目的に、枚方小学校の少人数教室等の整備を行う。 

平成 28年度計画概要 

枚方小学校の普通教室は 30教室であるが、将来推計によると、平成 30年度から児童数の増加により

教室が不足するため 4教室を整備する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

教室の整備にあたって発注仕様書をまとめ、8月末に設計委託契約を締結した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

設計委託率 
当該年度の設計委託計画に対する委

託実施割合 
－ 10% 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 6,000千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 平成 28 年度当初実行計画 

 
今後の取り組み 

平成 29年度内に工事完了を目指す。 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

 

66 

 
基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 担当課 

  

⑥小学校給食調理場ドライ運用推進事業 学校給食課 

事業目標 

「学校給食衛生管理基準」に定める「ドライ運用」について、既存のウェットシステムの全調理場で

の実施に向けて取り組む。 

平成 28年度計画概要 

ウェットシステムの単独調理場 21 か所のうち、調理員数が 4 人以上の 16 か所について、平成 28 年

度 2学期からドライ運用を実施する。 

調理員数が 3人の 5か所については、平成 28 年度中に検証していく。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

調理員数が 4人以上の 16か所について、平成 28年度 2学期からドライ運用を実施した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

ドライ運用実施調理場

数 

ウェットシステム調理場におけるド

ライ運用実施数 
（ドライ運用実施数／ウェットシステム調理場） 

（共同調理場） 

2／2 

（単独調理場） 

6／21 

（共同調理場） 

1／1 

（単独調理場） 

16／21 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 2,000千円 775 千円 － 千円 － 千円 － 千円 775 千円 

28 － 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

調理員数が 3人の 5か所について、平成 28 年度中に課題整理等の検証作業を進める。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 担当課 

  

⑦学校給食調理場老朽化対策検討事業 学校給食課 

事業目標 

より一層の安全・安心な学校給食の提供に向けて、老朽化が進む小学校給食調理場について効率的・

効果的な整備を図る。 

平成 28年度計画概要 

老朽化が進む第三学校給食共同調理場の整備手法について検討を進める。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

第三学校給食共同調理場の老朽化対策に向け、整備手法について庁内委員会での検討を進めた。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

改築または改修により

ドライシステムを導入

した調理場の数 

改築または改修により、ドライシス

テムを導入した調理場の数 

7か所 

／30か所 

9か所 

／31か所 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 

28 － 千円      

 
関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 16 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

市長公約 － 

実行計画 － 

 
今後の取り組み 

整備手法について、引き続き調整を進める。 

また、平成 30～31 年度に学校施設の長寿命化改修を予定している香里小学校において、単独調理場の改

修の検討を行う。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 
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 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 社会教育推進事業 社会教育課 69 

② 図書館分館への指定管理者制度の導入事業 
社会教育課 

中央図書館 
71 

③ 図書館サービスの推進事業 中央図書館 73 

④ 子ども読書活動推進事業 中央図書館 75 

⑤ 学校図書館支援事業 中央図書館 78 

⑥ 障害者・高齢者サービスの推進事業 中央図書館 80 

⑦ 図書館資料充実事業 中央図書館 82 

⑧ 枚方地域コレクションの構築事業 中央図書館 84 

⑨ 子どもに本を届ける事業 中央図書館 86 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

 

①社会教育推進事業 社会教育課 

事業目標 

子育てや親のあり方を考える家庭教育支援事業、暮らしに役立つ社会制度等についての情報や知識を

学ぶ機会を提供する社会教育基礎講座、人権を擁護し、尊重することの大切さについて、市民の気づき

を促す社会教育人権啓発事業等を通じて、生涯学習の一助となる、人が地域で生きていくために必要な

知識や技術を提供し、学習する主体の形成を図る。また事業の実施にあたっては、さまざまな媒体を積

極的に利用して広報に努める。 

平成 28年度計画概要 

平成 28 年度は『地域でつながる』を共通のテーマに設定し、各事業の実施にあたってはテーマに沿

った内容で実施する。  

具体的には、『家庭教育支援事業』として、自分の子育てを振り返る機会を提供し、“気づき”を促

すため、各種講座や講演会を開催する。『社会教育基礎講座』は、人が地域で生活する上で必要となる

知識や技術等を学ぶ機会を提供する。『社会教育人権啓発事業』は人権を擁護し、尊重することの大切

さについて、市民の気づきを促す、あるいは日本国内には様々な文化や習慣を持ち、暮らしている人々

がいること、そして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を提供する。  

参加者数の増加に向けた改善については、土・日曜日や学校の長期休暇中を利用した事業実施を進め、

開催会場についても、見直す。また、必要な人に必要な情報が的確に届くよう、周知方法を改善するな

ど、新たな試みを実施する。 

 

○「子育て応援・親学習講座」を、親としての心がまえや子どもと接するスキルを学び合う機会を提供

し、自分の子育てに対する「気づき」を促す。昨年度までの一か所での連続講座方式から、単独の講

座を市内各所での開催とする。  

 

○親と子が協力して、一つのことを成し遂げたり、何かを作ったりすることで、親子の絆を深め、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、夏休みと春休みにそれぞれ実施する。 

 

○「親を考えるセミナー」を開催する。 

 

○「思春期セミナー」は、思春期世代の子育ての悩みを抱えている保護者に対して、この世代特有の世

界を知ることによって、新たな気づきや、今後の関わり方のヒントを見つけてもらうことに焦点を当

てたセミナーを開催する。  

 

○枚方市ＰＴＡ協議会との共催で、教育講演会を実施する。  

 

○「社会教育基礎講座」を開催し、人が地域で生活する上で必要となる知識や技術等を学ぶ機会を提供

する。 

 

○「社会教育人権啓発事業」は「子どもの居場所づくり」「子ども食堂」をテーマに講演会を開催し、

地域で子どもを育てる・見守ることの大切さについて再確認する機会を提供する。 
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平成 28年度実績（平成 28年 4月～9月） 

■社会教育推進事業の実績 

（ ）内は保育人数 
 

名称 実施日 募集定員 参加者数 

「親子でつくってあそぼう！ カンタン！よく飛

ぶ！スーパー竹とんぼ！」 

 講師：国際竹とんぼ協会姫路支部 

    支部長 戎子 良雄 

7/14 30名 36名 

子育て応援・親学習講座 

 講師：ひらかた親学習リーダーの会 
9/23･30 30名 15名（15名） 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

参加割合 
募集人数に対する参加人数の割合 

（目標値 80％） 

81.4％ 

(350人/430人) 

85.0％ 

（51人/60人） 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 527千円 499千円 －千円 －千円 －千円 499千円 

28 332千円      

 

関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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  

市長公約 － 

実行計画 － 
 

今後の取り組み 

「子育て応援・親学習講座」を 10月にさらに 2回開催する。 

「社会教育人権啓発事業」を 11 月に開催する。 

その他、父親の家庭教育への参加を促す講座や、「親を考えるセミナー」「思春期セミナー」「社会教育基

礎講座」、枚方市ＰＴＡ協議会との共催で、教育講演会を開催する。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

 

②図書館分館への指定管理者制度の導入事業 
社会教育課 

中央図書館 

事業目標 

生涯学習市民センターと図書館との複合施設に指定管理者制度（※1・P72）を導入し、生涯学習市民

センターとの一体的で効率的効果的な管理運営を目指す。 

平成 28年度計画概要 

○平成 27 年度における選定と指定によって、平成 28・29 年度に先行導入して検証する蹉跎と牧野の 2

複合施設は「JTB・TRC・日本管財共同事業体」が管理運営することとなった。 

 

○平成 28 年度はその 1 年目として、市民アンケートやモニタリングを通じ、事業が一体的で効率的効

果的に運営されているかを検証する。 

 

○運営概要は両館とも次の通り 

  １．開館時間 月曜日～土曜日／9時～21時、日曜日・祝日／9時～17時 

  ２．休館日  第 4月曜日 

  ３．一体運営 図書館カウンターの一部を「総合窓口」とし、生涯学習市民センターの利用許可業

務並びに各部屋の貸出業務を行う。また、多様な行事や広報活動を、図書館と生涯

学習市民センターが相互に連携・協力して行うなど、様々な面で一体的な運営に取

り組む。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○4 月から 8 月までの 5ヶ月間における両図書館での貸出人数（本を借りた利用者数）を比較すると、

蹉跎では約 10％、牧野で 8％増加した。 

 

○開館時間を延長した夜間（17時以降）に限定すると、貸出人数は蹉跎で 58％、牧野で 61％増加した。 

 

○夜間の利用が想定される 20歳から 69歳までの新規登録者も、蹉跎で 24％、牧野で 10％増加した。 

 

○総合窓口における対応については、5月～6月実施のアンケートによると 68％の利用者が「満足」「概

ね満足」と答えている。牧野 1階ロビーを活用した「平和を考える展示」など多様なイベントが開催

されているほか、センターと図書館が合同でお便り（月刊）を発行するなど、一体運営に努めている。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

生涯学習市民センター

と図書館の複合施設に

おける指定管理者制度

の導入状況 

生涯学習市民センターと図書館の複

合施設における指定管理者制度の導

入状況 

2施設（蹉跎・牧

野）の指定管理者

を決定 

2館／6館 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

図書館への指定管理者

制度の導入状況 

図書館において指定管理者制度を導

入している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

7市／31市 9市／31市 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 89,283 千円      
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関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 

 

今後の取り組み 

指定管理者制度を導入した 2 施設（蹉跎・牧野）の検証を行いながら、さらに効果的な図書館サービス

の提供について検討し、平成 30 年度に 6施設（蹉跎・牧野・楠葉・菅原・御殿山・津田）への指定管理者

制度の導入に向けて準備を進める。 

 
 

【用語説明】 

※1 指定管理者制度 

地方公共団体が指定する法人その他の団体（個人は不可。法人格は必ずしも必要ではない。）に地方公

共団体に代わって公の施設の管理を代行させることで、多様化・高度化する市民ニーズへの効率的・効

果的な対応を図り、市民サービスの向上、行政コストの縮減を図ることを目的とした制度。 
なお、指定候補者の選定にあたっては、外部の専門家で構成する指定管理者選定委員会を設置し、事

業計画書・収支予算書の記載内容等に基づく調査審議を行う。
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

 

③図書館サービスの推進事業 中央図書館 

事業目標 

生涯にわたる市民の学習や情報収集をはじめ、様々な知的欲求に応えることで、市民の生涯学習を支 

援する。 

平成 28年度計画概要 

○図書・雑誌・オーディオビジュアル資料・電子情報等の幅広い情報提供と、読書会などの文化事業を 

行う。新しい図書館システムを10月2日から稼動し、コストを抑えながらも、スマホ対応、新着図書

の案内メール開始、貸出期間延長操作回数を増やすといったインターネットサービスを充実した。ま

た、利用者の課題解決に役立つレファレンスサービス（※1・P74）等の周知に努めるなど、図書館の

魅力を積極的にアピールし、利用者の拡大を図る。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○図書館の延べ利用者数と実利用者数は、平成 27年度（延べ利用者数 1,173,446人、実利用者数 78,329 

人）、平成 28年度前期（延べ利用者数 551,766人、実利用者数 56,822人）であった。 

 

○中央図書館では、図書館をアピールするため、8月 6日に平和コンサート、8月 10日にバックヤード

ツアーを開催し、121名と親子 10組の参加があった。 

 

○図書館の利用者拡大のため、読書会などの文化事業を通じて、図書館の魅力をＰＲするとともに、レ

ファレンスサービスの受け付けを行っていることなどを中央図書館で毎日館内放送を行うなど、図書

館サービスの周知に努めた。また、今年度は、枚方市市制施行70周年記念プレイベントとしてバリア

フリーイベントを開催する。 

 

○図書宅配サービスについては、延べ45人、150 冊の貸出があった。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

図書館来館者数 中央図書館・7分館の年間来館者数 1,805,647人 918,331人  

図書館貸出冊数 
中央図書館・7分館・11分室・自動車

文庫の年間個人貸出冊数 
3,638,370冊 1,806,226冊 

団体貸出冊数 

中央図書館・7分館・11分室・自動車

文庫の年間団体貸出冊数 

（上段：学校園、下段：学校園以外） 

27,282 冊 

50,991 冊 

16,790 冊 

24,271 冊 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 25千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 
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関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 

 

今後の取り組み 

今後も引き続き、中央図書館においてイベント等を実施し、より多くの市民が図書館に来館するよう図 

書館サービスのＰＲに努める。また、レファレンス（調べものの支援）における職員のスキルや情報量の 

向上により、利用者の満足できる結果につなげていく。 

 
 

【用語説明】 

※1 レファレンスサービス 

 図書館利用者が、学習・研究・調査等のために必要な資料及び情報を求めた場合に、図書館職員が図

書館の資料と機能を活用して、資料の検索を援助し、資料を提供し、あるいは回答を与えるなど、利用

者と資料を結び付ける支援サービス（調べもの相談）で直接サービスを形成する業務として重要な要素。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

 

④子ども読書活動推進事業 中央図書館 

事業目標 

第 2次枚方市子ども読書活動推進計画に基づき、乳幼児から中高生までの読書活動推進に取り組む。 

平成 28年度計画概要 

子どもの読書活動を推進するため、おはなし会、絵本まつり等を行い、また、おすすめ本リスト（※

1・P76）を作成する。その他、子ども司書講座や読み聞かせボランティア養成講座を開催する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

定例おはなし会などを通年開催するとともに、子ども読書週間事業として「絵本まつり」を開催した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

行事の開催回数及び参 

加者数 

子ども読書活動推進に関わる各種行 

事の開催回数及び参加者数 

1,754回 

 28,159人 

1,100回 

11,275人 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 660千円 647千円 －千円 －千円 －千円 647千円 

28 782千円      

 

関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 

第 2次枚方市子ども読書活動推進計画 
 

今後の取り組み 

平成 28年度計画概要に基づき計画的に実施していく。 

 

＜行事開催予定＞ 

10 月～11月「世界のバリアフリー絵本展」および「多言語でたのしむおはなし会」 

12月「調べ学習コンクール（＊学校図書館支援）」 

1月「第 4回ひらかた朗読大会（＊学校図書館支援）」審査委員長、端田宏三氏（関西朗読家クラブ代表） 

2月「子ども読書活動等推進ボランティア交流会・研修会」 

3月「第 2回中学生のビブリオバトル」 

11月「中高生へのおすすめ本リスト」発行 

3月「乳幼児から小学生向けのおすすめ本リスト」作成 
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【用語説明】 

※1 おすすめ本リスト 

概ね過去１年間に出版された本のなかから、図書館職員が選んだ本の紹介文を添えて掲載したリーフ

レット。 
 
 

参考資料 

 

■子ども読書活動推進事業の実施状況 

 

［実施内容］ 

内容 説明 

ひらかた絵本まつり 

4 月 23 日子どもの読書の日の関連イベントとして開催する。なお、本年

度は指定管理者と協働で枚方市在住の切り絵作家・たけうちちひろ氏の原

画展「ボローニャ国際絵本原画展入選記念 たけうち ちひろ展」を期間

中に開催する。 

読み聞かせボランティア養

成講座 

絵本の読み聞かせの意義や絵本の選び方、読み方を講義し、受講生による

読み聞かせを5回開催する。 

読書ボランティアのなつや

すみおはなし会 

夏休み期間に 8館 4分室で、ボランティア団体が絵本の読み聞かせやスト

ーリーテリングをする。 

枚方市こども夢基金活用事

業 川端誠絵本原画展・絵本

ライブ 

枚方市こども夢基金活用事業として、絵本作家の川端誠氏を招き、作者自

身による絵本の開き読みと講演会を行う。また 7 月 21 日～8 月 7 日に川

端誠氏の絵本の原画展を開催する。 

ストーリーテリングこわい

はなし 

夏休み期間に図書館職員によるストーリーテリングを８館で開催する。 

子ども司書講座（3回連続講

座） 

夏休み期間に未来の読書リーダー育成のため、小学校高学年から中学生を

対象に司書体験をする。 

世界のバリアフリー絵本展 

多言語で楽しむおはなし会 

国際児童図書評議会（ IBBY）障害児図書資料センターが 2015

年度に選書した本から 50タイトルの絵本（ 23ヶ国から選書）

を借りて展示する。また、多言語による絵本の読み聞かせを行い、

国際理解を深める。 

調べ学習コンクール（＊学校

図書館支援） 

中学生がテーマごとに調査研究の成果をまとめ、一同に展示し、優秀作品

を表彰する。 

第 4 回ひらかた朗読大会（＊

学校図書館支援） 

小中学生による朗読大会を開催する。 

子ども読書活動等推進ボラ

ンティア交流会・研修会 

ボランティア同士の交流の場を提供し、スキルアップ研修を行う。 
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第 2回中学生のビブリオバト

ル 

読書活動を推進し、コミュニケーション能力を向上させるため、書評合戦

を行う。 

おすすめ本リスト作成 

（ヤングアダルト） 

中高生の読書推進のため、平成 26年にマスコミ等で紹介された本のなか

から 20 冊選定する。 

おすすめ本リスト作成 

（乳幼児から小学生） 

幼児から小学生の読書推進のため、過去一年間に蔵書した本のなかから

44冊選定する。 

新一年生（小・中）への利用

案内 

利用者拡大のため、新一年生に利用案内を配付する。 

 ＊は学校図書館支援事業にも掲載 

 

［実施状況］ 

内容 実施月日 
参加者数 

子ども 大人 合計 

ひらかた絵本まつり 4月・5月 1,123人 827人 1,950人 

読み聞かせボランティア養成講座

（11月、12月まで実施） 
6月～9月 169人 274人 443人 

読書ボランティアのなつやすみお

はなし会 
7月・8月 388人 220人 608人 

枚方市こども夢基金活用事業  

川端誠絵本原画展・絵本ライブ 
7月～8月 334人 690人 1,024人 

ストーリーテリングこわいはなし 7月・8月 121人 59人 180人 

子ども司書講座（3回連続講座） 8月 36人 ― 36人 

定例のおはなし会など 4～9月 5,134人 1,900人 7,034人 

合計 7,305人 3,970人 11,275人 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

  

⑤学校図書館支援事業 中央図書館 

事業目標 

 学校教育部（教育指導課）の事業計画「読書活動推進事業」と連携する形で、平成 26 年度からの 3

中学校区に加えて、新たに 7中学校区の中学校に対して、中央図書館から学校司書として任期付短時間

勤務職員を派遣する。 

 中央図書館の学校図書館支援グループは、学校司書に対して、人的・技術的支援を行うとともに、市

内小中学校の児童・生徒への読書環境の整備及び読書活動推進のための取り組みを行う。 

 さらに、平成 28 年 10月の市立図書館の図書館コンピュータシステムリプレイスに合わせて、市内小

中学校 64校の学校図書館の蔵書データベース化・オンライン化を行う。 

平成 28年度計画概要 

〇実践研究校区 10 中学区に派遣した学校司書への人的・技術的支援を行うとともに、学校図書館整備

のための支援を行う。 

 

○読書活動推進のために小学校へ団体貸出用図書の整備（特に読書支援用図書（※1・P79））を行うと

ともに、団体貸出図書の配送を行う。 

 

○市内小中学校へ調べ学習用図書の団体貸出を実施する。 

 

○市内小中学校と連携し、児童・生徒への読書活動推進のための取り組みとして、第 5回中学生の調べ

学習コンクール、第 4回ひらかた朗読大会を実施する。 

 

○市内小中学校 64校の学校図書館の蔵書データベース化・オンライン化を実施する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○平成 26 年 6月から派遣した実践研究校区の 3中学校に加えて、7中学校（計 10中学校）に中央図書

館から学校司書を派遣した。 

 また、派遣した学校司書に対して人的・技術的支援を行うとともに、中学校や校区内小学校の学校図

書館の環境整備のための支援を行った。 

 

○学校への団体貸出配送事業については、平成 27 年度利用校へのアンケートをもとに、配本用図書の

低・中・高学年用パックに加えて絵本パックを新たに加え、配本頻度を 2ヶ月から学期ごとに変更し、

学校での読書活動の利便性向上を図った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

実践研究校区への司書

派遣 
学校司書を派遣した校区数 3中学校区 10中学校 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

学校への団体貸出冊数 学校へ団体貸出を行った冊数 
27,282冊 

（幼稚園含む） 

16,790冊 

（幼稚園含む） 
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年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 1,560千円 1,481千円 －千円 －千円 －千円 1,481千円 

28 32,802 千円      

 

関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

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 

 

今後の取り組み 

 実践研究校区 10中学校に派遣した学校司書に対して、人的・技術的支援を行うとともに、市内小中学校

の児童・生徒への読書活動推進のための取り組みを行う。 

 平成 28 年 10 月から学校図書館蔵書データベース化・オンライン化における、学校図書館蔵書データ入

力を行う。 

 
 

【用語説明】 

※1 読書支援用図書 

主に読み物を中心とした図書を図書館職員が専門的な見識に基づきパッケージ化した図書。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

 

⑥障害者・高齢者サービスの推進事業 中央図書館 

事業目標 

図書館利用の困難な視覚障害者、聴覚障害者、高齢者への読書支援サービスを実施する。 

平成 28年度計画概要 

枚方市立図書館では、従来から障害者サービス等の充実に努めてきたが、「障害者差別解消法」が平

成28年4月から施行されたこともあり、障害者・高齢者サービスのＰＲを図りつつ、次のサービスの充

実に継続して取り組む。 

 

○視覚障害者向けサービスとして、録音資料の製作や相互協力ネットワークを活用した資料提供のほ  

か、対面読書（※1・P81）の実施、音訳協力者の育成のための研修を実施する。  

 

○聴覚障害者向けサービスとして、手話でたのしむおはなし会や手話ブックトーク（※2・P81）等を引

き続き開催する。  

 

○高齢者向けサービスとして、視覚や聴覚の弱い人でも楽しめる日本語字幕と視覚障害者用の音声ガイ  

ドが付いたバリアフリー映画上映会（※3・P81）を開催する。 

 

○10月から 11月にかけて秋の読書週間及び枚方市制施行 70周年記念のプレイベントとして、講演会や

障害者の理解を深めるためのワークショップ（体験会）を開催する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○録音資料の貸出は2,942タイトル。対面読書は206回実施。研修込の音訳協力者連絡会（4回、延べ  

参加人数100人）、フォローアップ学習会（1回、参加人数10人）、音訳学習会（2回、延べ参加人数

10人）を実施した。  

 

○「手話でたのしむおはなし会」（4回）を開催した。 

 

○「手話ブックトーク」（1回、参加人数 27人）を開催した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

貸出タイトル数 
視覚障害者等の読書支援として録音

資料を貸出したタイトル数 
3,331タイトル 2,942タイトル 

対面読書実施回数 対面読書の実施回数 199回 206回 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 1,867 千円 1,762 千円 －千円 －千円 －千円 1,762 千円 

28 1,741 千円      
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関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 

 

今後の取り組み 

障害者サービスの充実に継続して取り組むとともに、障害者への理解を深め利用を促進するために、秋 

の読書週間期間中に講演会・ワークショップ等のイベントを開催する。また、音訳協力者の録音技術の 

向上を図るとともに、手話・字幕付き映像資料の制作にも取り組む。 

 
 

【用語説明】 

※1 対面読書 

活字による読書が困難な人に希望する本や資料を音訳するサービスのこと。最寄りの図書館施設で 1

時間を 1単位として実施し、読み手は図書館に個人登録している「音訳協力者」が担当する。 

「対面朗読」と同義。 

 

※2 手話ブックトーク 

聴覚障害者を対象に昔話などの手話語りや、テーマを設けて関連する本を紹介したり、新しく受け入

れた本や映像資料の紹介などを行う。読み取り通訳はなく、手話だけで進行する。聴覚障害のある職員

と手話のできる職員が担当し、中央図書館では年 3回開催している。 

 

※3 バリアフリー映画上映会 

障害のある人もない人も一緒に映画を楽しむことができるように、視覚障害者向けの「音声ガイド」

や聴覚障害者向けの「日本語字幕」が付けられた作品を鑑賞してもらう映画上映会のこと。中央図書館

では、支援団体の協力を得て年 1回開催している。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

 

⑦図書館資料充実事業 中央図書館 

事業目標 

「枚方市立図書館蔵書計画」に基づき、知の源泉となる図書館資料（※1・P83）や市民のニーズに応

える図書館資料を計画的かつ系統的に収集・保存するとともに、蔵書（※2・P83）の特色づくりを推進

する。 

平成 28年度計画概要 

知の源泉としての体系的かつ系統的な蔵書、市民の多様な資料要求に応えられる蔵書、図書館の魅力

を増す特色ある蔵書、市民の情報活用を支援する蔵書、及び、次代に伝える蔵書等を構築するために、

計画的な資料収集と適切な蔵書管理を実施する。  

平成 28 年度は、計画的な資料収集を行うために、枚方地域コレクションや団体貸出、学校図書館支

援、ヤングアダルト等使途を限定して図書費の一部の割り当てを行った。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

蔵書計画に定める収集方針（①知の源泉としての体系的かつ系統的な蔵書群の構築、②市民の多様な

資料要求に応えられる蔵書群の構築、③蔵書の魅力を増す特色ある蔵書群の構築、④市民の情報活用を

支援する蔵書群の構築、⑤適切な蔵書管理に基づく次代に伝える蔵書群の構築）に基づき、また、第3

次グランドビジョンで述べる基礎的な図書館サービスの充実を図るため、図書館蔵書の資料の計画的な

収集を実施した。  

 

○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蔵書の選定を実施するとともに、教養  

を高める蔵書や多様な属性をもった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の計画的な収集を実施した。  

 

○学校図書館支援資料の収集を実施した。  

 

○市制施行 70 周年プレ事業「多言語で楽しむおはなし会」関連資料、及び「世界のバリアフリー絵本

展」関連資料の収集を実施した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

一般書の収集件数 
「枚方市立図書館蔵書計画」に従っ

て収集した一般書の件数 
39,131冊 19,591冊 

児童書の収集件数 
「枚方市立図書館蔵書計画」に従っ

て収集した一般書の件数 
10,078冊 4,700冊 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 58,450 千円 58,449 千円 －千円 －千円 －千円 58,450千円 

28 56,950 千円      
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関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 

 

今後の取り組み 

引き続き「枚方市立図書館蔵書計画」に定める収集方針に基づき、資料の計画的な収集を実施する。 

 
 

【用語説明】 

※1 図書館資料 

図書館が所蔵または所蔵しようとする単体の図書や雑誌等のこと。 

 

※2 蔵書 

図書館が所蔵する資料すべてを総称して「蔵書」を表現しますが、ここでは、図書や雑誌等を複数の

まとまりとして捉えたもので、「資料群」のことを意味する。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

  

⑧枚方地域コレクションの構築事業 中央図書館 

事業目標 

枚方に関わる歴史資料、行政資料などの郷土資料、枚方市民の著作、枚方について記述された資料な

どを幅広く収集し、「枚方地域コレクション」（※1・P85）を構築する。 

平成 28年度計画概要 

○あらゆる分野の地域資料（歴史・文学・学術・地誌・人物史・生活産業・労働・教育・福祉・観光・

行政等）を引き続き収集し、データ化資料の保存を推進していく。 

 

○文化財課市史資料室と連携し、枚方市における歴史についてのレファレンス対応力の強化を目指し、

事例等のデータベース化に取り組んでいく。 

 

○パスファインダー（※2・P85）・レファレンス事例集の紹介等、地域資料へのアプローチを容易にす

る資料を作成する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○レファレンス事例の記録をＰＤＦ化し全文検索を可能（ＯＣＲ機能付加）にし、①レファレンスのス 

ピード化 ②レファレンス対応のレベルアップを図った。 

 

○レファレンス体験を実施し、市民へ、レファレンスサービスや地域資料の紹介・ＰＲに努めた。 

 

○橋爪節也氏(大阪大学教授)へのインタビュー（関西医科大学牧野キャンパスに保存されている貴重な

天井画の紹介）の内容をホームページで紹介し、枚方の魅力発信を行った。 

 

○ＦＭひらかたを通して、レファレンスサービスやレファレンス体験のＰＲを実施した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

地域資料の所蔵件数 
購入や寄贈等による地域資料収集冊

数 

1,732冊 

（29,161冊） 

272冊 

（29,433冊） 

枚方地域の歴史等に関

する問い合わせ件数 

市史資料室へ枚方地域の歴史等に関

する問い合わせ数 
269件 114件 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 500 千円 500 千円 －千円 －千円 －千円 500 千円 

28 500 千円      

 

関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 
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今後の取り組み 

枚方に関連ある図書の情報を引き続き収集し、資料の収集を進める。また、枚方地域コレクションの紹

介記事をホームページに掲載し、コレクションの認知度を高める。 

 
 

【用語説明】 

※1 枚方地域コレクション 

「枚方」をキーワードとして、郷土・行政資料の枠にとらわれない関連すると思われるあらゆる分野、

形態の資料を収集したものの総称。 

 

※2 パスファインダー 

特定のテーマや話題について図書館の資料などの関係する文献、情報を効率的に探したいときの参考

となる資料の探し方や、調べ方を照会した手引き（ガイド）。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提出と図書館の充実 担当課 

 

⑨子どもに本を届ける事業 中央図書館 

事業目標 

市民が不要となった寄贈本を蔵書として再利用するとともに売却をし、その売却収入や基金への寄附金

を積み立て、学校や子育て団体等へ届ける。 

本とふれあう機会を増やすことで、子どもたちの夢や未来への希望を育む。 

平成 28年度計画概要 

○広く市民等から不要本（子ども向けに限らず）の寄贈を市立図書館で受ける。また、ふるさと納税と

して寄附金を募る。（ふるさと納税等、広く市民からの寄附金を受けるためには、基金の設立が必要

である。） 

 

○寄贈された本は蔵書の適否を判断し、蔵書として適当でない本については売却し、ふるさと納税とし

ての寄附金とあわせて新たに基金を設立し積み立てる。 

 

○毎年、基金から前年度の売却・寄附額を基本に取り崩し、学校向け団体貸出図書等、学校で活用する

図書の購入にあてる。 

 

○これらの活動を通じて、寄贈本や寄附金がどのように生かされているか学校教育部と連携し寄附者に

伝える。（読書感想文の HP 掲載や作文コンクール、ビブリオバトルへの招待、寄附金を活用した購入

図書の一覧、寄附者氏名を「本をありがとう HP」に掲載 etc） 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

4月から開始して、寄附金として 90,000円、寄贈された本の中から古書として 28,000円、古紙とし

て 248,655円の売却額を受け入れた。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

市立図書館への寄贈冊

数 

市民や市民団体等から市立図書館へ

寄贈された冊数 
－  

市立図書館への寄附金

額 

市民や市民団体等から市立図書館へ

寄附された金額 
－ 90千円 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 3,500千円      

 

関連計画等 

  

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 
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今後の取り組み 

寄贈図書の冊数やふるさと寄附金の増収入にむけ、制度の周知を図るなど継続して取り組みをすすめる。 
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平成 28年度主要事業 

進捗状況シート 
 

 

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 

 
主要事業 担当課 ページ 

① 文化財啓発普及事業 文化財課 89 

② 特別史跡百済寺跡再整備事業 文化財課 91 

③ 楠葉台場跡保存活用事業 文化財課 93 

④ トップアスリートとのふれあい事業 スポーツ振興課 94 

⑤ 各種スポーツ大会等開催事業 スポーツ振興課 96 

⑥ スポーツ推進事業 スポーツ振興課 97 

⑦ 野外活動センター活性化事業 スポーツ振興課 98 

⑧ 総合スポーツセンター駐車場拡張事業 スポーツ振興課 99 

⑨ 放課後児童対策事業 放課後子ども課 100 

 

 

 

※指標について、平成 28年 9月 30日現在で未確定のものは空欄としています。 
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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 担当課 

 

①文化財啓発普及事業 文化財課 

事業目標 

貴重な歴史文化遺産を次世代に継承するため、文化財啓発普及事業を通して、市民の文化財に対する

認識を深めるとともに、学校教育と連携し、子どもたちへの文化財保護意識の浸透を図る。また、京街

道とともに枚方を代表する歴史の道である東高野街道についても周知する。 

平成 28年度計画概要 

文化財説明板の設置や歴史講座、文化財展示会、出前講座など文化財啓発普及事業を実施するととも

に、学校教育と連携し、旧田中家鋳物民俗資料館及び枚方宿鍵屋資料館への小学校の団体見学を促進

するほか、小学校高学年の社会科単元に対応した出前授業を実施する。なお、旧田中家鋳物民俗資料

館の耐震改修工事のため平成 29 年 10 月まで部分休館となるので、枚方宿鍵屋資料館への団体見学を

促す。また、東高野街道（※1・P90）については出屋敷地区の景観舗装など整備を行う。 

平成 28年度実績（平成 28年 4月～9月） 

○文化財説明板の設置 

文化財説明板の建替・修理する候補の調査・検討を行った。 

 

○歴史講座、文化財展示会等の歴史関連イベントの実施 

市民歴史講座「ひらかた歴史探検隊－枚方宿を歩こう」、文化財連続講座（連続 4回のうち 2回目ま

で実施）、文化財展示会（1回）を開催し、啓発普及を図った。 

 

○市立の歴史資料館と学校教育との連携行事 

学校教育部と連携し、市内全小学校に対して旧田中家鋳物民俗資料館及び枚方宿鍵屋資料館への団体

見学を促した。 

 

○東高野街道の啓発普及 

歴史的な佇まいを残す出屋敷地区の東高野街道整備において、説明板の設置場所のほか、今年度の工

事内容について地元関係者と協議を行った。 

 

○文化財防火デーに伴う消防訓練 

1 月 26 日は、法隆寺の金堂壁画が焼失した日（昭和 24 年）に当たることから「文化財防火デー」に

定められ、この日の前後に文化財防火運動が全国各地で実施される。本年度実施する文化財施設の候

補について検討した。 

 

○文化財関連冊子刊行 

 文化財を巡るルートを表示した歴史ガイドマップの作成に向けて、内容について検討した。 

 

■歴史関連イベントの実施状況 

内容 実施日 参加人数 

市民歴史講座 「ひらかた歴史探検隊－枚方宿を歩こう」 7/31 21人 

文化財連続講座 

「考古資料からみた中世の交通路淀川」 7/30 85人 

「中世淀川沿岸の渡し場と関」 9/10 104人 

「描かれた淀川」 11/26（予定） 人 

「琉球使節と淀川」 H29/1/28（予定） 人 

文化財展示会 「第 20 回 ひらかたの歴史－発掘調査成果から－」 6/1～H29/3/31  
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指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

歴史関連イベントの累

計参加者数 

歴史的文化遺産に関する講演会等へ

の累計参加者数 

※目標（32 年度）：17,961人 

12,015人  

市立の歴史資料館と学

校教育との連携行事の

参加者数及び参加学校

数 

旧田中家鋳物民俗資料館及び枚方宿

鍵屋資料館の市内の小学校の団体入

館者数と資料館職員が市内小学校に

出向いて行う出前講座の受講者数及

び参加延べ学校数 

4,656人 

52校 
 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

文化財施設と学校教育

との連携状況 

文化財施設と学校教育とが連携した

取り組みを行っている市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

17市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 802千円 802千円 －千円 －千円 －千円 802千円 

28 1,616千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 19 

地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

市長公約 － 

実行計画 － 
 

今後の取り組み 

文化財説明板の建替・修理の実施、文化財連続講座の 3回目・4回目を開催するほか、重要文化財指定記

念講演会及び見学会、出前講座など文化財啓発普及事業を実施する。東高野街道の啓発普及については、

平成 28年度に出屋敷地区の景観舗装などの整備を完了する。また、完成した小規模広場を活用したイベン

トの実施を検討する。 

 
 
 

【用語説明】 

※1 東高野街道 

東高野街道は京都と高野山を結ぶ道で、平安時代の終わりころから高野山参詣が盛んになり、多くの

人が行き交った。京街道と並んで山城と河内を結ぶ重要な陸路であった。枚方市域では洞ヶ峠から出屋

敷を経て茄子作の東を通る。そこからは生駒西麓を南下、長野村（河内長野市）で大坂・堺から南下し

てきた西高野街道と合流し、紀見峠に至る河内国を縦断する道であった。 

枚方市域の道筋の大部分は現在の幹線道路と重なっており、旧道の歴史的な佇まいを残すところは少

なく、出屋敷は枚方市域で東高野街道が集落内を通過する唯一の集落で、伝統的な外観を持つ民家が点

在しており、集落の南端近くには明治 33 年(1900)建立の東高野街道の標柱が立っている。また、茄子作

の本尊掛松の付近でも、その面影をうかがうことができる。 
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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 担当課 

  

②特別史跡百済寺跡再整備事業 文化財課 

事業目標 

特別史跡百済寺跡の現況は昭和 40年から 42年の整備後、経年によって各所の老朽と損壊変形が目立

ち、樹木の成長により、建物の土台の部分で一段高くなっている基壇（きだん）の最下部をめぐる縁石

（ふちいし）や階段施設の歪みや崩落、不等沈下、舗装・表土の流出が顕著となっているため、雨水流

出抑制対策を含めた再整備を行い、史跡の保存と史跡公園としての活用を図る。 

平成 28年度計画概要 

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、平成 26年度

から 30年度の 5年間で再整備工事を施工し、平成 30年度の完成を目指す。 

再整備工事の実施設計に基づき平成 28年度は、排水施設工事及び寺域の北西の整備を行い、その後、

寺域の南側の支障となる木を伐採し、伽藍を構成する主要な建物である堂塔院の西面の回廊整備工事を

実施する。また、文化財収蔵庫を解体するとともに、工事に伴う発掘調査を実施する。 

周囲にめぐらす塀である外郭築地塀の一部を立体復元するための基本設計を実施する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○9 月に文化財収蔵庫解体工事の契約を締結した。 

 

○寺域北西の整備（排水施設工事・一部造成工事を実施）を行った。 

 

○外郭築地塀の基本設計作業を進めているが、塀基底部の幅の検討に時間を要している。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

事業の進捗状況 再整備工事の進捗状況 

築地塀復元設計の着手 

支障となる木の伐採 

東南隣接地の測量実

施・境界整理 

発掘調査の実施 

寺域北西の整備 

築地塀復元の基本設

計作業中 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 117,202 千円 45,688 千円 19,374千円 －千円 －千円 26,314千円 

28 128,893 千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 19 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

市長公約 平成 28 年度市政運営方針 

実行計画 平成 26年度当初実行計画 

 

今後の取り組み 

引き続き、再整備工事を行う。寺域の南側の支障となる木を伐採し、伽藍を構成する主要な建物である

堂塔院の西面の回廊整備工事を実施する。 

10月・11月に文化財収蔵庫を解体するとともに、発掘調査を実施する。12月に寺域北側部分を開放する。

伽藍を構成する主要な建物である堂塔院の西面回廊の整備工事に着手する。 



平成 28年度主要事業進捗状況シート 

 

92 

 

参考資料 

■特別史跡百済寺跡 

東大寺大仏造立の際、百済の王族の末裔、百済王敬福は天平 21 年（749）に陸奥国で産出した金を献上

した功により、翌天平勝宝 2年（750）、宮内卿に任ぜられ、その後河内守を加えられた。 

以後、百済王氏は中宮の地に住み、奈良時代後半に氏寺として百済寺を建立したと考えられている。 

伽藍は南から南門・中門・東西両塔・金堂・講堂・食堂の順に配置され、回廊は中門から東西に延び、両

塔を囲んで金堂につながっている。また、韓国慶州市にある感恩寺等の統一新羅時代の寺院跡と伽藍配置

が類似することから、その関連が注目されている。 

現在では礎石しか残っていないが、昭和 27 年に特別史跡（全国で 61 箇所、うち大阪府で 2 箇所）に指

定され、同 42年には全国に先がけて史跡公園として整備された。 
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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 担当課 

   

③楠葉台場跡保存活用事業 文化財課 

事業目標 

平成 23 年 2 月に国の史跡に指定された楠葉台場跡は、唯一残る河川台場であり、堀や砲台場当時の

土地区画が残っており、保存に向けて整備構想を策定する。 

平成 28年度計画概要 

楠葉中之芝土地区画整理組合による史跡の暫定整備が平成 27 年度に完了したため、市民の利用に供

するよう史跡を開放し、史跡の適正管理を推進する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

史跡内の芝の養生と植栽の生育が整ったため、9月 1日から史跡 楠葉台場跡の全面開放を行った。 

また、史跡についての現地説明会を 9月 17日に実施し、376人の参加があった。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

史跡の維持管理の進捗

状況 
史跡の除草の実施回数 － 4回／7回 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 2,476,363千円 2,443,051千円 －千円 2,420,000千円 －千円 23,051千円 

28 20,136 千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 19 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

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 

 

今後の取り組み 

史跡「楠葉台場跡」の価値を損なわずその価値を周知するため、史跡の適正な保存と活用に取り組む。 

 

参考資料 

■楠葉台場跡 

江戸幕府が京都防衛のために淀川沿いに築いた台場（砲台場）。文久 3 年（1863）、京都守護職会津藩

主松平容保の建白により、勝海舟を設計総責任者とし、慶応元年（1865）に完成。 

西洋の稜堡式築城技術を採り入れており、台場内に京街道を引き込んで関門機能を付加させた極めて

特殊な構造となっている。   

平成 19・20年度に行われた確認調査では、縄張りの確定とともに南側の堀や虎口などを検出した。平

成 23年に国の史跡に指定された。 
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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 担当課 

  

④トップアスリートとのふれあい事業 スポーツ振興課 

事業目標 

次世代を担う子どもたちの夢を育み、豊かな心や創造性を育むため、こども夢基金を活用し、トップ

アスリートとのふれあい事業を実施する。 

平成 28年度計画概要 

トップアスリートとふれあうことにより、青少年の健全な育成、子どもたちにスポーツに対する関心

を高め、夢を育む機会をつくる。平成 28 年度は、総合スポーツセンターにラグビーと柔道のトップア

スリート等を招き、スポーツ教室を開催する。 

なお、ラグビーに関しては、毎年度実施している枚方ラグビーカーニバルと同時開催する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○ジュニアラグビー体験教室（トークショーゲスト：2015Ｗ杯日本代表廣瀬俊朗さん、リーチマイケル

さん、トンプソンルークさん、メンタルコーチ荒木香織さん、体験教室講師：社会人トップリーグの

近鉄ライナーズと東芝ブレイブルーパス、社会人・女子 7人制・高校生の招待試合を実施）を 6月 19

日（日）に陸上競技場及び総合体育館で開催。ラグビー初心者の小中学生 30人募集に対して 16人の

応募があった。当日参加者数は、ラグビースクールに所属する 327人を含めた 343人、観衆は約 1,800

人だった。 

 

○ジュニア柔道体験教室（講師：篠原信一さん、野村忠宏さん）を 9 月 22 日（祝）に総合体育館で開

催。小中学生 120 人募集に対して 183人の応募があった。抽選を行い、当日参加者数は、123人、観

衆は約 300人だった。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

参加者数の割合 募集人数に対する参加人数の割合 
92.6％ 

（324人/350人） 

132.7％ 

（199人/150人） 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

トップアスリートを招

聘した事業の実施状況 

トップアスリートを招聘し、子ども

が参加できるスポーツイベントを実

施している市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

15市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 5,794千円 3,707千円 －千円 －千円 3,707千円 －千円 

28 6,438千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

市長公約 － 

実行計画 － 
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今後の取り組み 

次世代を担う子どもたちの夢を育み、豊かな心や創造性を育むため、引き続きトップアスリート等を招

き、スポーツ教室等を開催する。 
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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 担当課 

  

⑤各種スポーツ大会等開催事業 スポーツ振興課 

事業目標 

市民スポーツの振興を図るため、各種スポーツ大会やレクリエーション事業等を実施し、市民の健康

維持・体力増進とスポーツ活動の活性化を図る。 

平成 28年度計画概要 

総合体育大会等の各種スポーツ大会やレクリエーション事業等を実施する。また、高校バレーボール

大会、ラグビーカーニバルを実施し、市民の健康維持・体力増進とスポーツ活動の活性化を図る。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○総合体育大会等各種競技大会 

・春季秋季総合体育大会開会式（4月 3日（日）実施：参加者 365人） 

・枚方市春季、秋季総合体育大会（4月～3月（土日祝）実施） 

・枚方市長杯争奪軟式野球大会（5月～9月（土日祝）実施） 

・北河内地区総合体育大会（6月～8月（土日祝）実施） 

・大阪府総合体育大会（8月～10月（土日祝）実施） 

 

○レクリエーション事業 

・親子で楽しく３Ｂ体操（6月 4日（土）実施） 

・市民インディアカ大会（7月 31日（日）実施） 

・市民インディアカ大会（9月 24日（土）実施） 

 

○第 21回枚方市長杯枚方市高等学校バレーボール選手権大会（5月 1日（日）実施：参加者 295人） 

 

○ラグビーカーニバル（6月 19 日（日）実施：参加者 507人、観衆約 1,800人） 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

参加者数の割合 
過去 3年間の参加人数に対する当該

年度の参加人数の割合 
98.7％ 

（24,121人/24,433人） 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 32,109 千円 31,874 千円 －千円 －千円 －千円 31,874千円 

28 32,969 千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

市長公約 － 

実行計画 － 

 

今後の取り組み 

市民の体力向上、健康増進とスポーツ活動の活性化を図るため、引き続き総合体育大会を開催する。 
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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 担当課 

  

⑥スポーツ推進事業 スポーツ振興課 

事業目標 

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。 

平成 28年度計画概要 

スポーツ・レクリエーションの普及振興並びに健康体力づくりや野外活動等の振興を総合的かつ計画

的に推進するため、スポーツ基本法に基づき、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

する。また、大学のスポーツ施設を本市のスポーツ振興に活用する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○平成 27 年度に施行された、枚方市スポーツ推進審議会条例に基づき、枚方市スポーツ推進審議会を

設置し、スポーツ推進計画の策定に向け、これまで審議会を 3回開催した。また、計画の策定にあた

り、市民 2,000名と関係団体等を対象としたアンケートを行った。 

 

○大阪国際大学と利用調整を行い、5月 17日から枚方市教育委員会が施設の使用を認める団体が使用を

開始し、39回の利用があった。利用団体は、枚方市立杉中学校ラグビー部・ＦＣティアモ枚方（連携

協定団体） 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

スポーツ活動者数 

「スポーツイベント参加者数」と「市

立スポーツ施設の年間利用者数」の

合計 

1,149,828人  

市民スポーツ実施率 

成人の週 1回以上の運動・スポーツ

実施率（計画策定時のアンケート調

査により決定） 

31.5％ 

H19府調査  

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 8,347千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

市長公約 － 

実行計画 － 

 

今後の取り組み 

スポーツ推進計画の策定に向け、引き続き、スポーツ推進審議会の運営と策定作業を円滑に進める。ま

た、大阪国際大学のスポーツ施設の利用については、スポーツ関係団体の利用意向を把握したうえで、大

学と調整を行いながら当施設の活用推進につなげる。 
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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 担当課 

  

⑦野外活動センター活性化事業 スポーツ振興課 

事業目標 

野外活動を通じて子どもたちの生きる力を育むため、学校利用の促進を図るとともに、自然学習や活動

プログラムの拡充を図る。また、野外活動センターを効率的かつ効果的に運営するため、センター内の

各施設の利用実績等を分析し、利用者ニーズに即した施設の最適化を進める。 

平成 28年度計画概要 

平成 27 年度より本格実施している学校キャンプ支援事業を継続するとともに、野外活動センター進

入路の整備に係る実施設計を行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○学校キャンプ支援事業では、11校 1,136名による利用があった。 

 

○進入路の舗装整備について、実施設計を土木部へ依頼するとともに、地元協議を行った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

学校キャンプの利用学

校数 

市内小中学校にうち、枚方市野外活

動センターの学校キャンプを利用し

た延べ学校数及び利用者数 

26校 

2,525人 

11校 

1,136名 

他市比較等 指標の説明 平成 27年度 平成 28年度 

社会体育施設と学校教

育との連携状況 

社会体育施設と学校教育とが連携し

た取り組みを行っている市の数 

（大阪府内 ※政令市を除く） 

16市／31市 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 8,500千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 

基本目標 

施策目標 16 

施策目標 17 

施策目標 19 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

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 

地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

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 

 

今後の取り組み 

引き続き学校キャンプ支援事業を継続し、学校利用の促進を図る。進入路の舗装についても、実施設計

に基づき舗装整備を行い、センターの利用促進を図る。 
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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 担当課 

  

⑧総合スポーツセンター駐車場拡張事業 スポーツ振興課 

事業目標 

総合スポーツセンター駐車場の容量不足の解消を図り、利用者ニーズに応える。（駐車台数 275 台→

340 台に拡張） 

現在、臨時駐車場として利用している多目的運動広場用地について用地を買戻した上で第 2駐車場と

して整備する。また、関西電力（株）から無償で借り受けた送電線下用地を臨時駐車場として整備する。 

平成 28年度計画概要 

駐車場の整備に係る実施設計を行い、第 2駐車場については用地の買い戻しを、臨時駐車場について

は整備工事を行う。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

○第 2駐車場用地 6,866.68㎡のうち、平成 28年度の取得分として 3,441.34㎡を取得した。 

 

○駐車場の整備に係る実施設計を都市整備部へ依頼し、整備に係る協議を行った。臨時駐車場の整備工

事についても都市整備部へ依頼を行った。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

駐車場利用可能台数 
第 1・第 2・臨時の各駐車場の駐車可

能台数。 
275台 275台 

駐車場の満車日数 駐車場利用可能台数を超えた日数 11日 
 

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 

28 697,416 千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 17 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

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 

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 

 

今後の取り組み 

実施設計に基づき駐車場拡張事業を進め、総合スポーツセンター駐車場の容量不足の解消を図っていく。 
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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 担当課 

  

⑨放課後児童対策事業 放課後子ども課 

事業目標 

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。 

平成 28年度計画概要 

枚方、津田南留守家庭児童会室の増築を実施する。また、男女別トイレ 18 か所を整備する。さらに

香里、船橋、殿山第一留守家庭児童会室の建替え（老朽化対策等）を実施する。 

平成 28年度実績（平成 28 年 4月～9月） 

枚方留守家庭児童会室の増築工事は現在実施中。男女別トイレ 18 か所の整備工事は現在実施中。船

橋留守家庭児童会室は、建替え工事が終了し、9月 12日より供用を開始した。 

指標 説明 平成 27年度 
平成 28年度 

（9月 30日現在） 

留守家庭児童会室待機

児童数 
留守家庭児童会室の待機児童数 100％  

年度 予算額 決算額 
決算額の財源内訳 

国府支出金 地方債 その他 一般財源 

27 292,093 千円 159,901 千円 53,918千円 －千円 －千円 105,983千円 

28 422,235 千円      

 

関連計画等 

 

第 5次総合計画 
基本目標 

施策目標 15 

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

子どもたちが健やかに育つことができるまち 

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 

 

今後の取り組み 

津田南留守家庭児童会室は 10 月から増築工事、殿山第一留守家庭児童会室は 10 月から建替え工事、香

里留守家庭児童会室は 11月から建替え工事を実施する予定である。 

また、引き続き、平成 26年度に策定した施設整備計画に基づき、子ども・子育て支援新制度による保育

の量的拡充と質の向上に向けた施設整備を行う。また、建築後、年数の経過している留守家庭児童会室の

建替えについても順次行っていく。 
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