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枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

 

 

 

平成 30 年度においては、６月の大阪府北部地震及び９月の台風21号の

影響により、保護者及び地域住民の方々には、本市教育行政において、多

大なるご理解とご協力をいただきました。おかげさまで、学校園施設等に

おいて様々な被害を受けたことによる修理・修繕事業を迅速に対応・改善

に取り組むことができましたことにお礼を申し上げます。 

 

枚方市教育委員会では、枚方市教育大綱で定められている、本市教育 

行政の目標や施策の根本となる３つの方針を踏まえた枚方市教育振興基

本計画を策定し、教育目標として「学びあい、つながりあい、一人ひとり

の未来をひらく～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性

を最大限に伸ばす～ 」を掲げ、本市がめざすべき教育を実現するため、 

「確かな学びと自立を育む教育の充実」をはじめとした10の基本方策を 

推進しています。 

令和元年度（2019年度）は、少子化の進行、核家族化や男女共同参画

社会の進展、ひとり親家庭の増加など、子育て支援が多様化する中で、幼

児教育の充実において、幼保連携のもと「３歳児保育事業」を新たに取り

組みとして進めてまいります。 

学校園においては、確かな学びと自立を育む教育の充実に向けた「学力

向上」において、授業改善や家庭学習の充実に継続して取り組むとともに、

豊かな心と健やかな体を育む教育の充実に基づく「体力向上」の取り組み

を推進していきます。また、平成 30年度から実施しました、学校運営に

保護者や地域住民が参画する「コミュニティ・スクール」の拡充を進め、

「地域とともにある学校づくり」を推進してまいります。 

 

 この冊子は、本市教育委員会の概要及び令和元年度（2019 年度）事業

の取り組みや、平成 30 年度事業の取り組み実績等をまとめたもので、本

市の教育行政をご理解いただくための資料として、ご活用いただければ幸

いです。  

 

 

 

 

令和元年（2019年）９月 
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