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教育委員会協議会資料 

 

市立学校園における空調設備の整備について 

 

管理部 教育環境整備室 

 

１．政策等の背景・目的及び効果 

    本市では、平成20年６月から、枚方市学習環境整備ＰＦＩ事業により、

学校園における空調設備の整備を実施しています。 

今回、香里留守家庭児童会室、津田南留守家庭児童会室及び、殿山

第一留守家庭児童会室の建替に伴い、新たな児童会室等に空調設備の

設置を行うものです。また、山田中学校に設置している枚方市学校事

務支援センター及び蹉跎中学校職員室（拡張部分）に、執務環境の向

上を図るため、空調設備を設置するものです。 

 

２．内容 

（１）建替による空調設備の設置 

施  設 場  所  

留 守 家 庭 

児童会室 

香里留守家庭児童会室 

津田南留守家庭児童会室 

殿山第一留守家庭児童会室 

児童会室（6室） 

静養室（5 室） 

 

（２）枚方市学校事務支援センター等への空調設備の設置 

（別添、設置場所図参照） 

 

３．実施時期等 

  本契約締結日（変更契約日）～平成29年３月末 

            

施   設  場 所 

中学校 

枚方市学校事務支援センター（山田中学

校） 

蹉跎中学校 

事務室（1 室） 

職員室（拡張部分） 
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４．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 

  基本目標   一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標16  子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

 

５．関係法令・条例等 

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

 

６．事業者 

  枚方ＰＦＩ学校環境サービス株式会社（本ＰＦＩ事業を遂行する特別目

的会社） 

 

７．その他 

今回設置する空調設備については、本ＰＦＩ事業の完了日である平

成33年３月31日までの期間において、設置済みの他の空調設備と同様

に同事業により維持管理を実施する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考（今後の予定） 

平成 28 年 11 月 22 日 教育委員会協議会 

  24 日 文教委員協議会 

 12 月 市議会  
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（１）建替による空調設備の設置
　①香里留守家庭児童会室：枚方市香里ケ丘１０丁目５－２

香里留守家庭児童会室　平面図
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静養室静養室

1 階 平 面 図 2 階 平 面 図

空調設備設置室

児童会室

香里小学校

　位　置　図
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　②津田南留守家庭児童会室：枚方市津田西町３丁目１０－１

津田南留守家庭児童会室　平面図
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1 階 平 面 図 2 階 平 面 図

空調設備設置室

津田南小学校

　位　置　図
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　③殿山第一留守家庭児童会室：枚方市上野１丁目６－５

殿山第一留守家庭児童会室　平面図
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　位　置　図
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　①枚方市学校事務支援センター(山田中学校)：枚方市交北２丁目２８－１

（２）枚方市学校事務支援センター等への空調設備の設置

玄関ホール

第２理科教室理科準備室第１理科教室

廊  下

美術準備室
第１美術教室 第２美術教室

枚方市学校事務

空調設備設置室

山田中学校管理棟　１階平面図

支援センター

山田中学校

　位　置　図
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中学校　職員室：枚方市出口５丁目４０－１　②

廊  下

空調設備設置室 中学校管理棟　２階平面図

職員室 校長室 保健室
拡張部分
職員室

中学校

　位　置　図

放送室
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教育委員会協議会資料 

 

枚方市スポーツ推進計画（素案）について 
 

社会教育部 スポーツ振興課 

 

１．政策等の背景・目的及び効果 

   本市の実情に即した、スポーツ振興を総合的かつ計画的に推進するため、

枚方市スポーツ推進計画の策定について、平成28年６月に枚方市スポーツ推

進審議会に対して行った諮問に対し、平成28年11月に同審議会から答申を受

けました。 

それを踏まえ、教育委員会として「枚方市スポーツ推進計画（素案）」を

作成いたしましたので報告するものです。 

 

２．内容 

   別添のとおり 

 

３．実施時期等（今後の予定）    

平成 28年 12月 １日 教育委員会（素案）としてパブリックコメントを実施 

平成 29年 ３月  策定 

４．総合計画等における根拠・位置づけ 

総合計画 

基本目標  一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できる

まち 

 

５．関係法令・条例等 

スポーツ基本法 

枚方市スポーツ推進審議会条例 

 

６．資料 

   別添 枚方市スポーツ推進計画（素案）概要版 

    

 

 
■参考（今後の予定）  

平成 28年 11月 15日 スポーツ推進審議会から「枚方市スポーツ推進計画（案）」と

して答申を受ける 

 12月 １日 教育委員会（素案）としてパブリックコメントを実施 

平成 29年 ３月  策定 
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教育委員会協議会資料 

 

香里ケ丘図書館の建替えについて 

 

社会教育部 中央図書館 

 

１． 政策等の背景・目的及び効果 

築42年を経て老朽化の進んだ香里ケ丘図書館を建替えるため、ゆったりと

過ごせるとともに、子育て・若者世代の役に立ち、地域の魅力向上に寄与す

ることなど５つのコンセプトと、それらを実現するための手法を盛り込んだ

「香里ケ丘図書館建替え基本計画（素案）」を作成したので、報告するもの

です。 

 

２． 内容 

資料１のとおり 

 

３． 実施時期等（今後の予定） 

平成28年 12月 周辺４校区及び市民への説明会を開催 

        市民アンケート 

平成29年 ２月 「香里ケ丘図書館建替え基本計画」の策定 

平成29年度～30年度：設計 

平成30年度～31年度：諸工事 

平成32年度：開館準備・開館 

 

４． 総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 

基本目標  一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動でき

るまち 

 

５． 関係法令・条例等 

図書館法 

枚方市立図書館条例 

 

６． 事業費・財源及びコスト 

事業費  概算総額約 7.5億円 

財源   社会資本整備総合交付金を活用 
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なお、図書館設計において提案能力を有した設計事業者への発注作業等

の支援業務委託料を、12月補正予算に計上する予定です。 

 

７．資料 

（資料１）  香里ケ丘図書館建替え基本計画（素案）概要 

（参考資料）香里ケ丘図書館建替え基本計画（素案）    

 

８．その他 

建替えによるサービス向上に伴って、主要な利用地域の範囲が広がること

から、分室の配置・見直しについても検討します。具体的な考え方について

は今年度内にお示しします。 

 

 

■参考（今後の予定） 

 平成 28年 11月 24日   文教委員協議会 
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香里ケ丘図書館建替え基本計画（素案）概要 
 

計画作成の趣旨 

 ＊香里ケ丘図書館は昭和 49 年の開設以来、市民に親しまれ、図書館分館の中で２番目に貸出冊

数の多い市南部地域の拠点図書館 

 ＊築 42 年を経て、雨漏りや壁にクラックが入るなどの老朽化に加え、以前の自動車文庫基地ス

ペースが残っているなど、敷地を有効に活用できておらず、閲覧室が狭く、バリアフリー化も

遅れている 

＊これらの課題を解決するとともに、再生事業が進む香里ケ丘地域の活性化と魅力アップ、定住

人口の増加に資するため、香里ケ丘図書館の建替えを進めるにあたり、「香里ケ丘図書館建替

え基本計画」をまとめる 

 

第１章 香里ケ丘図書館の現状と課題 

（１）香里ケ丘図書館の現状 

①施設概要 

   図書館棟  鉄筋コンクリート造り ２階建て 昭和 49年 11月建造（築 42年） 

   集会室棟  軽量鉄骨造 平屋建て 平成５年８月供用開始（築 23年） 

 

 ②施設の配置図 

        

（２）香里ケ丘図書館をめぐる課題 

 ①施設面の課題 

  a.施設の老朽化 

  b.バリアフリー化の遅れ 

c.狭隘な閲覧スペース 

 

 ②図書館サービスに係る課題 

  a.南部地域における拠点図書館にふさわしいサービス・施設機能の提供 

   ＊全分館中第２位の貸出があり、広範囲から利用のある南部地域の拠点図書館にふさわしい

施設規模・機能の提供が必要 

  b.高齢者をはじめとする地域住民のための居場所機能の提供 

   ＊香里ケ丘図書館の登録者中、自由な時間を有する 60歳代以上の世代が占める割合が 27％ 

    であることを踏まえ、これからの香里ケ丘図書館は、従来の蔵書の貸出中心のサービスか

ら、ゆったりと図書館で一日を過ごしていただけるような市民の居場所機能も兼ね備えた

資料１ 

（参考）楠葉図書館との比較 

項目 香里ケ丘 楠葉 

閲覧スペース 約 282㎡ 約 473㎡ 

蔵書冊数 93,411冊 88,338冊 

貸出冊数 422,793冊 473,852冊 
閲覧スペースあたり 

貸出冊数（冊/㎡） 1,499冊 1,002冊 

延利用人数 135,960人 164,099人 

貸出は全分館中第２位 
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場となることが必要 

  c.子育て・若者世代の役に立つ身近な悩み・問題の解決や学習の支援機能の強化 

   ＊香里ケ丘地域は再整備が進行中で、子育て・若者世代の定住が期待できる地域であり、定

住促進のため、子育て・若者世代をターゲットとした、環境整備と子ども読書活動を推進

する事業などのサービス提供を積極的に進めていくことが必要 

 

 ③香里ケ丘地域の魅力アップに寄与するための課題 

  ａ.緑の公園や周辺地域と一体感があり、地域全体の活性化に寄与する図書館 

   ＊緑多い公園や並木にとけこみ、周辺施設とも美観上の統一感のある図書館を建設し、新た

な香里ケ丘図書館の建設そのものが、地域全体の活性化につながることが期待されている 

  ｂ.香里ケ丘地域の歴史を後世に伝える地域資料の収集・提供 

   ＊軍需工場の跡地に生まれた、当時東洋一のマンモス団地と呼ばれた香里団地を中心とする

この地域の特徴的な歴史を物語る地域資料を収集・提供し、後世に伝えていくことが必要 

  ｃ.ＩＴ機器等を活用した情報提供環境の充実 

   ＊ＩＴ機器等の発展と日常生活への定着状況を踏まえ、Wi-Fi 環境の整備等、現代の市民の

ライフスタイルに合わせた多様なサービス提供が必要 

 

 ④民間ノウハウを活用した魅力的かつ効果的・効率的な運営 

  ａ.設計における民間ノウハウの活用 

  ＊魅力的な外観と室内空間を持つ香里ケ丘地域のランドマークとなるような建築にするた

め、民間の豊富な実績と優れたアイデアを活かす方法の採用が必要 

 ｂ.室内空間の活用及び図書館運営における民間ノウハウの活用 

   ＊図書館の空間活用に関して、斬新なアイデアの提供が期待できる民間事業者が持つノウハ

ウの活用が必要。また、香里ケ丘図書館におけるサービスの向上と効果的・効率的な図書

館運営を実現するためには、指定管理者制度の導入が有効 

 

第２章 香里ケ丘図書館の建替えと今後のサービス提供に係る基本的考え方 

（１）施設整備の考え方 

 ①方式 

  ＊建替え 

 

②建替えの概要 

  ａ．建替え地 

   ＊現在地（香里ケ丘４丁目２－１）にて建替え。また、現香里ケ丘図書館用地は、都市再生

機構（ＵＲ）から図書館設置を目的として無償で借地しており、建替え後も現在の土地貸

借契約を継続するために必要な手続きを進める。 

 

ｂ．敷地面積・床面積 

項目 整備計画（２階建て） 現在（図書館棟・集会室棟合計） 

敷地面積 約 1,823 ㎡ 約 1,823 ㎡ 

床面積 約 1,200 ㎡（1 階 920 ㎡・2階 280 ㎡） 約 1,209 ㎡ 

    （注）２階(280㎡)には、集会室機能を有する部屋を設置予定 
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ｃ．施設内の面積 

機能 床面積（想定） 

資料・情報提供機能［１階］ 560㎡ 

集会室機能（多目的室）［２階］ 

（図書館や他部署主催のイベントや行政利用時間帯を除く、多目的室の市民への

一般貸出の開始［有料化を検討］） 

210㎡ 

管理機能（事務室・書庫・機械室・玄関ロビー・トイレ・階段等）［１階・２階］  430㎡ 

計 1,200㎡ 

 

③期間 

＊平成 31年度中の建設終了、平成 32年度早期のオープンを目途に整備を行う。 

＊休館中は南部生涯学習市民センターにて予約図書等の受け渡しを行うとともに、週に

１回程度自動車文庫の巡回サービスを実施するなどの代替サービスを行う予定。 

 

（２）新たな香里ケ丘図書館の蔵書規模 

 児童書 一般書 合計 うち開架 うち閉架 貸出冊数 

現香里ケ丘図書館 

(H27) 

32,227 61,124 93,411 
60,451 32,960 422,793 

(収蔵能力は計 10万冊) 

新香里ケ丘図書館 35,000 65,000 100,000 50,000 50,000 530,000 

    （注）新たな香里ケ丘図書館は、以下のコンセプトにもあるとおり、滞在型図書館、課題解決型図書館をめざし、

従来の貸出中心の図書館と比較して、閲覧スペースや自習スペース、子どもと保護者がゆったりくつろげ

るスペースの拡大に努めるため、開架冊数を抑える 

 

（３）新たな香里ケ丘図書館のコンセプト 

    香里ケ丘図書館の建替えと今後の運営については、以下のコンセプトに基づき整備を進め

る 

  

 

 

 

 

 

 

第３章 香里ケ丘図書館の建替え計画 

（１）新たな香里ケ丘図書館のコンセプトの施設・サービスへの反映 

（２）施設・敷地に付与する機能 

コンセプト①：南部地域における拠点図書館 

コンセプト②：気軽に立ち寄り、ゆったりと過ごせる滞在型図書館 

コンセプト③：子育て・若者世代の役に立つ課題解決型図書館 

コンセプト④：緑の公園や周辺地域と一体感があり地域の魅力向上に寄与する図書館 

コンセプト⑤：民間ノウハウを活用した魅力的かつ効果的・効率的な運営を行う図書館 

（参考資料） 

「香里ケ丘図書館建替

え基本計画（素案）」11

ページ以下参照 
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教育委員会協議会資料 

 

中央図書館市駅前サテライトの廃止及び代替施設の 

設置について 

 

社会教育部 中央図書館 

 

１． 政策等の背景・目的及び効果 

枚方市立中央図書館市駅前サテライト（以下「サテライト」という。）は、枚

方図書館閉館後の市駅周辺地域における図書館サービスを維持するため、学校法

人関西医科大学から同大学附属病院情報交流センターの一部（２階部分）の無償

貸与を受け、平成18年１月に開室し現在に至っています。市駅隣接の立地である

ため、予約図書の受取を中心に多くの利用がある施設です。同大学との施設貸借

契約期限が平成29年３月末で満了することから、サテライトに隣接する枚方市立

総合福祉会館（ラポールひらかた）の１階福祉用具展示コーナー位置に移転し、

中央図書館市駅前サービススポット（以下「サービススポット」という。）とし

て図書館サービスを継続するものです。なお、福祉用具展示コーナーは、同フロ

ア内で移転し、引き続き展示を行います。 

 

２． 内容 

（１）経過 

・平成17年12月27日付で、10年間の期限で大学と施設の無償使用貸借契約を締結 

・平成26年度に、平成28年３月末まで３か月延長の変更契約を締結 

・平成27年度に、平成29年３月末まで、１年間の再延長の変更契約を締結 

・平成28年度末、契約期限満了 

 

（２）サテライトの現状 

サテライトは市駅に近接していることから、来館者が年間約12万人、貸出冊数

約17万冊で、地域分館と同規模の利用があります。本年６月に実施した利用者ア

ンケート調査によると、図書閲覧などの分室的な利用もされていますが、特に予

約図書の受取利用が多い状況となっています。 

    ※貸出冊数に占める予約貸出割合は47％と地域分館よりその割合が高い。利用目的はほぼ

半数が予約図書の受取で、滞在時間も30分以内が80％を超え、ほとんどが短時間利用者で

ある。 

 

（３）所在地・サービス内容など 

市駅周辺に同規模の代替施設を確保することが困難なため、予約図書の受け取

りに特化したサービスを行う代替施設※（サービススポット）を、当分の間、ラ
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ポールひらかた１階に設置します。サービス内容は、予約図書の貸出・返却、予

約の受付、利用者登録・更新、資料の検索などとします。 

※他市における類似施設としては、「本がない図書館」として注目されている

東京都世田谷区の「図書館カウンター」がある。 

 

なお、総合文化施設開館後の市駅周辺公共施設再配置時においては、枚方市駅

に更に近接した場所への施設移転を検討し、利便性の更なる向上を図る考えです。 

 

項目 「サービススポット」施設概要 

住所 枚方市新町２丁目１-35、ラポールひらかた１階（別紙） 

開館日･時間 平日 ９:00～19:00、土日祝 10:00～18:00 

休館日 第２日曜日、年末年始（ラポールひらかたに準ずる） 

専有面積 約 32㎡ 

市駅からの距離 約 400ｍ（徒歩５分） 

提供サービス 予約図書の受け渡し、予約受付 

 

（４）枚方市立図書館条例施行規則の改正 

施設設置に伴い、名称・位置を定める規則の改正を行います。 

 

３．実施時期等（今後の予定） 

平成28年 12月 施行規則の改正 

平成29年 ３月12日 「サテライト」業務終了後閉鎖、サービス終了 

    ３月13日～ 「サテライト」備品等移転撤去、施設の修復 

     ３月31日 関西医科大学に施設引渡し 

     ４月１日 「サービススポット」オープン 

 

４．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 

基本目標   一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動でき

るまち 

 

５．関係法令・条例等 

図書館法 

枚方市立図書館条例・同施行規則 

 

６．事業費、財源及びコスト 

移転経費   3,299千円 

           （平成28年度 12月補正予算計上予定） 

■参考（今後の予定） 

平成 28年 11月 24日 文教委員協議会 
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ラポール 1階拡大 
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ボラ ンティア

センター

市駅前サービススポット

喫茶わお

 図書館使用部分

階段

カ ウンター

市駅前サテライト 

市駅前サービススポット 

関西医科大学附属病院 
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教育委員会協議会資料 

 

第３次枚方市子ども読書活動推進計画（素案）について 

 

社会教育部 中央図書館 

 

１． 政策等の背景・目的及び効果 

子ども時代の読書は、言葉を学び、創造力を豊かなものにし、読書の楽しみを知

るとともに、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないも

のです。子どもたちがあらゆる機会と場所において自主的に読書活動を行うことが

できる環境の整備を一層推進するため、子どもの読書活動の推進に関する法律第９

条第２項に基づき、第３次枚方市子ども読書活動推進計画を策定するものです。 

 

２． 内容 

資料のとおり 

 

３． 対象及び実施期間 

対  象：子どもの読書活動の推進に関する法律に基づきおおむね 18歳以下の 

子ども 

実施期間：平成 29年度～平成 33年度（５年間） 

 

４． 実施時期等（今後の予定） 

平成 28年 12月 パブリックコメント実施 

平成 29年 ２月 文教委員協議会に報告 

 ３月 策定・公表 

 

５． 総合計画等における根拠・位置づけ 

総合計画 

基本目標  一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 
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６． 関係法令・条例等 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

図書館法 

 

■参考（今後の予定） 

平成 28年 11月 24日 文教委員協議会 
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