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枚方市学校規模等適正化基本方針【改定版】
（案）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
本市教育委員会では、少子化に伴う児童・生徒数の減少が予測される中で、学
校の将来における適正な配置等のあり方について、枚方市学校規模等適正化審議
会に諮問し、平成 28 年３月に同審議会から答申を受けました。それを踏まえる
とともに、検討対象校とされた校区等で実施した説明会におけるご意見等を参考
に「枚方市学校規模等適正化基本方針【改定版】
（素案）
」を作成し、平成 29 年
３月１日から 31 日までパブリックコメントを実施しました。
この度、パブリックコメントの結果と、その結果を踏まえた「枚方市学校規模
等適正化基本方針【改定版】
（案）
」を作成しましたので、報告するものです。
２．内容
別紙及び別添資料のとおり
（別 紙）枚方市学校規模等適正化基本方針【改定版】
（案）
（別添１）枚方市学校規模等適正化基本方針【改定版】
（素案）に対するパブ
リックコメントの結果（案）
（別添２）枚方市学校規模等適正化基本方針【改定版】新旧対照表（案）
３．実施時期等（今後の予定）
平成 29 年６月 基本方針【改定版】策定
パブリックコメントの結果の公表
策定後、地域や保護者等の理解を得ながら進め、平成 30 年度を目途に実施プラ
ンをまとめる。
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
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５．関係法令・条例等
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
学校教育法施行規則
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令
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別添１
枚方市学校規模等適正化基本方針【改定版】（素案）に対する
パブリックコメントの結果（案）

1．パブリックコメントの概要
（１）意見募集期間
平成29年３月１日（水）～平成29年３月31日（金）
（２）意見提出方法
①市ホームページ上のアンケート回答欄への記入による提出
②意見回収箱への書面による提出（市内15か所に設置）
③郵送
④FAX
⑤教育環境整備室組織eメール
（３）意見提出者数
136人（市ホームページ64人、回収箱52人、ファックス13人、教育環境整備室組織eメール７人）
（４）公表意見数
445件

２．いただいた主なご意見と教育委員会の考え方
（１）学校規模等の適正化の必要性に関する主な意見（79件）
意見の要旨

教育委員会の考え方

小規模校は、教職員の目が児
童・生徒一人ひとりに行き渡り、
きめ細かな指導が行いやすい、
児童・生徒同士が深く理解しあ
えるなどのメリットがあり、デメ
リットは感じない。小規模校の
ほうがよいのではないか。

小規模校は、メリットがありますが、反面、交友関係が限定されやすく、
多様な考え方に触れる機会が少なくなりがちで、競争や切磋琢磨等によ
る社会性や協調性などの育成においては、妨げとなるデメリットが認め
られています。小学校では、小規模校になると単学級の学年が存在する
ため、それらは一層顕在化します。義務教育段階である小・中学校は、
児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成
者としての基本的資質を養うことが目的であるため、学校では単に教科
等の知識等を習得させるだけではなく、児童生徒が集団の中で、多様な
考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力
や表現力、判断力、問題解決能力等を育み、社会性や規範意識を身に
付けさせることが重要になります。そうした教育を行うためには、一定規
模の児童生徒集団が確保されていること等が望ましいことから、学校規
模等の適正化によって教育環境の改善を図る必要があると考えます。
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今後、児童生徒数が減少することにより、小規模校が一層増加すると予
測される中、子ども達の良好な学習環境を確保し、学校運営に支障をき
財政や効率の視点だけでなく、
たすことのないよう、小規模校の解消を最優先課題と位置づけて取り組
子ども一人ひとりを大切にする
む必要があります。取り組みにあたっては、中長期的な視点にたって、
教育を目指すべき。
子どもたちの夢や元気につながるよう、新しい学校を築いていく観点で
進めていきます。

子どもたちの教育環境の向上
のため、学校統合に賛成であ
る。

本市教育委員会では、子どもの健やかな成長と学校教育の充実を第一
義に教育環境のさらなる整備・向上に向け、この答申を踏まえるととも
に、説明会におけるご意見も参考に「基本方針」を改定し、学校規模等
のさらなる適正化に取り組んでいきます。

（２）学校統合における諸課題に対する主な意見（89件）
意見の要旨

教育委員会の考え方

学校統合により、校区が広くな
り通学距離が伸び交通事故や
犯罪等の事件に巻き込まれな
いか心配である。

校区の大小に関わらず、これまでと同様に学校・家庭・地域で児童生徒
を見守るための方策について検討・活動する必要があると考えます。ま
た、統合に伴い、危険箇所などが認められる場合、必要な対策を検討し
ます。

小学校など公共施設は避難所
として重要である。学校統合に
より、避難所や学校の跡地活
★
用はどうなるのか。基本方針
（素案）に、何ら記載されていな
いのはどうなのか。

学校は、避難所でもあるほか、地域住民等のスポーツ・文化活動に寄与
する施設でもあると認識しています。学校の跡地活用にあたっては、学
校が地域に果たしている役割を踏まえ、地域の方々のご意見をお聞き
し、検討する必要があると考えています。ご意見を踏まえ、第3 学校規
模等の適正化に関する基本方針 2．適正化の実施 （1）学校規模 ②
学校統合について ウ．学校統合にあたっての留意事項の（e）に学校の
跡地活用に関する文言を追加しました。

基本方針（素案）では、学校統
合について、なぜ高陵、中宮北
だけ学校名を載せるのか。ま
た、その他の小規模校はどうす
るのか。

審議会の答申において、「統合の実施時期については、できる限り早
期」とされた、高陵小学校と中宮北小学校について、教育委員会といた
しましても、児童数などの現状から、早期に取り組む必要があると判断
し、基本方針（素案）に学校名を載せたものです。答申で示された、この2
校以外の学校の取り組み方策については、児童生徒数の推移を注視す
るとともに、個々の課題への対応を検討する中で、5年程度を目途として
改めて示していくとしています。

枚方市における中長期的な人
口推移をみると、学校統合を実
施しても再び小規模校になると
予測されている。抜本的な統廃
合問題は近隣の小学校が全て
6クラスになった時点で検討す
べきであり、より先を見据えた
効率的かつ経済的な視点で検
討されるべきである。

本市では、今後、児童生徒数が減少することにより、小規模校が一層増
加すると予測される中、子どもたちの良好な学習環境を確保し、学校運
営に支障をきたすことのないよう、中長期的な視点に立って、小規模校
の解消を最優先課題と位置づけて取り組む必要があると考えています。
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審議会より「学校統合により、小中一貫校（施設一体型）を設置する。統
合の実施時期については、早期とする。」との答申をいただきましたが、
小中一貫校（施設一体型）につ 教育委員会として検討した結果、小中一貫校（施設一体型）の設置につ
いて今後どのように考えている いては、今後も先進校の視察や、調査、研究を継続していくことが必要と
のか。
判断させていただきました。基本方針（素案）においては、児童生徒数の
推移を注視するとともに、個々の課題への対応を検討する中で、5年程
度を目途に改めて示していくとしました。

統合後の留守家庭児童会室は 統合後も今までと同様に、留守家庭児童会室に入室を希望するすべて
どうなるのか。
の児童を受け入れられるよう、関係課と調整していきます。

小学校が廃校となった地域から 学校統合にあたっては、子どもたちの夢や元気につながるよう、新しい
は子どもが減少するのではな 学校を築いていく観点で教育現場や保護者・地域の方々の意見を踏ま
いか。
えながら進めていきます。

（３）市の施策や教育施策と関連した主な意見（39件）
意見の要旨

教育委員会の考え方

市長公約の少人数学級を実現 本市独自の少人数学級編制については、枚方市第５次総合計画におけ
してほしい。市長公約の出生率 る実行計画において、平成30年度に効果検証を行うとしています。今後
向上と統廃合は矛盾する。
も引き続き、国・府に対して実施学年の拡大を要望していきます。

市長、市議会も巻き込み、市役
学校規模等の適正化については、本市における重要な取り組み課題で
所内の各組織が連携して適正
あり、関係部局との連携・調整も行っています。
化を進めるべきである。

（４）高陵小・中宮北小の統合に関する主な意見（75件）
意見の要旨

教育委員会の考え方

審議会における適正化方策の検証評価においては、学校規模や通学
区域など5つの視点から比較・評価を行い、高陵小学校に統合校を設置
高陵小学校は避難場所として することが、総合的に最善の方策であると判断したものです。また、通学
危険なため、高陵小学校では 区域の変更による小規模校の解消方策もありますが、少子化の進行に
なく中宮北小学校敷地に統合 より小規模校が増えていく現状では、通学区域の変更による方策では
校を置くべきである。あるいは、 抜本的な解消方策とならないことから、中長期的な視点に立ち、学校統
高陵小学校区を分割するのが 合を基本方策としました。なお、高陵小学校の法面については、「土砂災
良い。
害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づ
く調査を大阪府が実施したところ、危険斜度の下限である30度より緩や
かであり、安全性に問題はありません。
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統合後の校区コミュニティのあり方については、本市の担当部署や当該
統合により、今後の校区コミュ
校区コミュニティと十分協議を行い、まとめていく必要があると考えます。
ニティがどうなるか不安である。
教育委員会としては、今後も児童生徒にとって良好な学習環境づくりを
基本方針の再立案を提案す
最優先に考え、保護者や校区コミュニティに十分に説明を行い、理解と
る。
協力を得ながら進めていきます。

児童数の多い中宮北小学校の
通学路の安全性の確保や、通学距離等、総合的に判断した結果、高陵
児童が交通量の多い道路を横
小学校に統合校を設置することが望ましいと考えます。
断して渡ることになる。

統合敷地をどちらの学校にする
かなど、具体的な統合方策を定
めた実施プランは、統合協議会
で作成するのか。

実施プランは、枚方市教育委員会が作成します。実施プランの作成にあ
たっては、当該学校の保護者や当該学校に関係する地域コミュニティな
どへの十分な説明を行い、理解と協力を得ながら作成する必要があると
考えます。

中宮北小学校区には空き地も
あり、今後の住宅開発によって 当該校区の空き地について調査をしましたが、今後、さらに児童数が大
児童数が変動するのではない 幅に増加するような住宅開発は予定されていないと思われます。
か
文部科学省の手引きでは「学校規模等の適正化の検討に際しては12学
級を下回るか否かだけではなく、12学級を下回る程度に応じて、具体的
文部科学省が示している「手引 にどのような教育上の課題があるのかを考えていく必要があります」と
き」とは違う方法で適正化を進 示されています。当該校区においては、今後、児童数の増加が見込め
めるのはなぜか。
ないことや、通学距離等の課題が比較的少ないことなどを勘案して適正
化を図るもので、手引きに沿った適正化の取り組みであると考えていま
す。

（５）市民周知、説明会、答申、パブリックコメントに関する主な意見（93件）
意見の要旨

教育委員会の考え方

説明会を通じ、意見を聞いてほ
教育現場や保護者・地域の方々の意見を踏まえながら進めていきます。
しい。

高陵小学校と中宮北小学校以
外の統合方策については、5年
後を目途として統合を見直すと
いうことか。また、学校の統廃
合を前提とした学校規模の適
正化は行わないでほしい。基本
方針を考え直してほしい。

今回、お示ししている基本方針（素案）は、今後の学校規模等の適正化
に向けた教育委員会の方向性を示したものです。審議会答申において
示された、学校統合の検討対象とする小学校9校、中学校2校につきまし
ては、できる限り早期に実施することとした高陵小学校と中宮北小学校
は学校統合に向けて取り組むとし、その他の方策については、今後、児
童生徒数の推移を注視するとともに、個々の課題への対応を検討する
中で、5年程度を目途として改めて示していくとしています。今後、児童生
徒数が減少することにより、小規模校が一層増加すると予測され、子ど
もたちの良好な学習環境を確保し、学校運営に支障をきたすことのない
よう、小規模校の解消を最優先課題と位置づけ、取り組む必要がありま
す。このため、中長期的な視点に立ち、学校統合を中心に据え、課題解
消を図るものです。
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説明会において、審議会答申で、「統合の実施時期については、今後の
児童・生徒数の推移を見定めること」とされた学校について、「まだ決
説明会の意見を参考に基本方
まっていない中で不安が大きい」という意見が多数出たことから、今回、
針の素案を策定したとあるが、
統合に取り組むこととした高陵小学校と中宮北小学校の2校以外につい
どこを参考にしたのか。
て、今後の児童生徒数の推移を注視するとともに、個々の課題への対
応を検討する中で、5年程度を目途として改めて示していくとしました。

基本方針（素案）や説明会の開
これまで、広報ひらかたやホームページなどを活用して周知してまいりま
催などについて、市民に知らせ
したが、さらに広く市民への周知方法について検討します。
る努力をしてほしい。

パブリックコメントについては、枚方市パブリックコメント実施要領に基づ
パブリックコメントについて、参
き「市政への市民等の参加を促進すること」などを目的に実施しているも
加基準や収集する個人情報に
のです。なお、収集させていただいた個人情報については、「枚方市個
ついて検討すべきである。
人情報保護条例」に基づき適切に管理しています。

前回実施されたパブリックコメン
トの結果公表の中に、提出した
同じ趣旨のご意見については、要約して1つにまとめ回答し、枚方市
意見が載せられていない人が
ホームページ等にて公開しています。
何人もいた。全ての意見に答え
公開するべきである。

（６）その他（70件）
意見の要旨

隣接する学校と統合した場合に
おいて、ウ．学校統合にあたっ
ての留意事項 （ｃ）統合校の学
校の規模について 「常態的に
大規模校にならないこと」と記
★ 載されているが、児童数の規模
が適正でも、教室が不足する過
密校にならないようにすることも
忘れないでいただきたい。ま
た、大規模校・過密校の解消が
先ではないか。

教育委員会の考え方

大規模校及び過密校については、校舎の増築等、各学校に応じた支援
策を講じ、課題解消に向けて取り組んでいます。なお、隣接する学校と
の統合にあたっては、大規模校だけでなく常態的に過密校とならないこ
とも当然であり、ご意見を踏まえ、第3 学校規模等の適正化に関する基
本方針 2．適正化の実施 （1）学校規模 ②学校統合について ウ．学
校統合にあたっての留意事項の（c）に過密校の文言を追加しました。
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支援学級を学級数にカウントし
ない考え方は、支援が必要な
子どもたちの学ぶ権利を無視し
ていると感じる。

学校規模等の適正化の検討にあたっては、関係法令による国の考え方
を基に「学級」をカウントしています。一方、本市において配慮が必要な
児童・生徒への支援や指導については、児童・生徒一人ひとりを大切に
した、個に応じた支援を行っています。
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-9（略）

（略）

(e)学校の跡地活用について
学校統合にあたっては、学校が地域に果たしている役割を踏まえ、
避難所機能の確保等について検討していく。

第３ 学校規模等の適正化に関する基本方針
２．適正化の実施
（１）学校規模
②学校統合について
ウ．学校統合にあたっての留意事項

行）

第３ 学校規模等の適正化に関する基本方針
２．適正化の実施
（１）学校規模
②学校統合について
ウ．学校統合にあたっての留意事項

旧（現

(c)統合校の学校規模について
隣接する学校と統合した場合において、常態的に大規模校となら
ないこととする。

(c)統合校の学校規模について
隣接する学校と統合した場合において、常態的に大規模校や過密
校とならないこととする。

新（改定後）P8

（略）

（略）

行）

第３ 学校規模等の適正化に関する基本方針
２．適正化の実施
（１）学校規模
②学校統合について
ウ．学校統合にあたっての留意事項

旧（現

第３ 学校規模等の適正化に関する基本方針
２．適正化の実施
（１）学校規模
②学校統合について
ウ．学校統合にあたっての留意事項

新（改定後）P8

枚方市学校規模等適正化基本方針【改定版】新旧対照表（案）

別添２

教育委員会協議会資料

ひとり親世帯等に対する市立幼稚園の
保育料軽減について
学校教育部 学務課
１．政策等の背景・目的及び効果
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令及び子ども・子育て支援
法施行規則の一部を改正する内閣府令が、平成 29 年３月 31 日に公布、平成 29
年４月１日に施行されたことに伴い、市町村民税非課税世帯などの低所得者世
帯や、ひとり親世帯等の保育料負担軽減について条例に規定するものです。
２．内容
改正内容
(1)市町村民税非課
税世帯等の第２子
無償化（※）
(2) 年収約 360 万円
未満相当世帯の保
護者負担軽減
ひとり親世帯等
の第１子

国（上限額）

枚方市立幼稚園保育料

1,500 円 → 0 円

（第③-２階層・第⑪階層）
900 円 → 0 円

7,550 円 → 3,000 円

（第④階層～第⑧階層）
3,400 円～5,000 円 → 3,000 円

その他世帯
第１子 16,100 円→14,100 円
第２子 8,050 円→ 7,050 円

（第④階層～第⑧階層）
改正の必要なし
(現行) 第１子 6,900 円～10,000 円
第２子 3,400 円～ 5,000 円
（表中の金額は月額。
）

（※）本市では、均等割「非課税」世帯（第②階層）の保育料を既に無償化している。

３．実施時期
平成 29 年４月
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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15

子どもたちが健やかに育つことができるまち

５．関係法令・条例等
子ども・子育て支援法施行令
子ども・子育て支援法施行規則
枚方市立幼稚園条例
６．今後の予定
平成 29 年 6 月定例月議会に、枚方市立幼稚園条例及び保育の実施等に関
する条例の一部を改正する条例案を提出する予定です。

■参考（今後の予定）
平成２９年

５月
６月

30日

文教委員協議会
市議会（条例改正）
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教育委員会協議会資料

児童の放課後対策にかかる今後の取り組みについて
社会教育部

社会教育課･放課後子ども課

１．政策等の背景・目的及び効果
全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験･活動を行う
ことができるよう、国は平成26年７月に「放課後子ども総合プラン」を策定し、
一体型を中心とした放課後児童クラブ、及び全児童を対象とする放課後子供教
室の計画的な整備等を進めることを求めています。
国のプランの考え方に基づき、本市においても、地域の実情に即した児童の
総合的な放課後対策としての取り組みを進めるものです。
２．内容
平成28年11月に本市が実施した「児童の放課後の過ごし方に関する調査」結
果を踏まえ、さらにさまざまな立場からの意見を聴取し、国のプランに基づき、
適切かつ円滑に児童の総合的な放課後対策の計画的な整備を行うため、「（仮
称）児童の放課後対策基本計画」を策定するものです。
なお、当該計画においては、放課後児童クラブ、及び全児童を対象とする放
課後子供教室のそれぞれの目標事業量を設定するとともに、両者の一体的な推
進の具体的方策についても記載するものとします。
３．実施時期等（今後の予定）
平成29年６月

教育委員会の庁内委員会として、
「（仮称）児童の放課後対策検討委員会」を設置

９月

教育委員会の附属機関として、
「（仮称）児童の放課後対策審議会」を設置
定例月議会で条例改正案、関連補正予算案を提出

９月

「（仮称）児童の放課後対策審議会」に対し、「（仮称）
児童の放課後対策基本計画」の策定について、諮問

10月

留守家庭児童会室に通う児童とその保護者を対象とする調
査の実施

平成30年１月

基本計画（案）の中間答申

平成30年４月～

小学校数校を指定し、モデル事業の実施
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８月

基本計画（案）の最終答申

平成31年３月

基本計画の策定

平成31年４月～

基本計画に基づく事業の実施

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
社会教育法第５条第13号
次世代育成支援対策推進法
子ども･子育て支援法
６．資料
資料１

放課後子ども総合プランと本市の対応

資料２

留守家庭児童会室と放課後自習教室の現状

■参考（今後の予定）
平成 29 年 ５月 30 日

文教委員協議会
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枚方市の現状

放課後児童クラブ
（留守家庭児童会室）

放課後子供教室
（放課後自習教室）

入

9 ,5 92
269 , 7 53
190 , 3 27
192 , 8 67
652 , 9 47

計

9 ,5 92

計
留守家庭児童会室保育料
民生費国庫補助金
民生費府補助金

学 校 ･家 庭 ･地 域 連 携 協 力 推 進 事 業 費 補 助 金

歳

財 政 支 援 制 度 ・ 平 成 29 年 度 予 算 （ 単 位 ： 千 円 ）
出

計

計
留守家庭児童会室事業経費（人件費）
留守家庭児童会室事業経費（施設管理経費）
留守家庭児童会室事業経費（建替等事業経費）
留守家庭児童会室事業経費（運営経費等）

放課後自習教室事業経費（基礎学力向上Ｐ）
自学自習力支援システム活用事業経費

歳

1 ,2 21 , 83 6

59 , 14 4
801 , 5 29
22 , 13 9
208 , 5 00
189 , 6 88

39 , 00 2
20 , 14 2

運営委員会
・地域の実情に応じた効果的な放課後児童クラブ及び放課後 ・放課後自習教室の運営委員会を内部に設置しているが、学
子供教室の実施に関する検討の場として、運営委員会を設
識経験者や地域関係者等は参画していない。
置する

行動計画
・市町村は、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策 ・本市では、子ども・子育て支援事業計画を行動計画として
定指針に即して行動計画を策定する
位置づけ、留守家庭児童会室の目標事業量を記載している
が、留守家庭児童会室と放課後自習教室の一体型について
は、実施か所数の記載に限られている。

放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業
【放課後子供教室】
【放課後自習教室】
・全ての児童が一緒に学習や体験活動
・週２回～４回の範囲で実施
・毎日実施又は定期的（週１～２回）実施のいずれでも可
・内容は自学自習システムの活用によるプリント学習
・長期休業日や土曜日等についても、ニーズに応じて柔軟に ・事業としては補充学習が主で、文化・芸術に触れる活動や
対応
スポーツ活動等は未実施

放課後児童健全育成事業
【放課後児童クラブ】
【留守家庭児童会室】
・学校内の専用施設又は余裕教室を活用のいずれでも可
・学校内の専用施設を基本に開設、不足分は余裕教室等を活用
・児童の生活の場としての機能を十分に担保することが重要 ・国が求める事業内容・基準に沿って事業実施
（条例基準を遵守）

放課後子ども総合プラン（行動計画指針）

放課後子ども総合プランと本市の対応

資料１
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（裏 面 ）

資料２

留守家庭児童会室事業と放課後自習教室事業の現状
（１）現在の本市の取り組みの全体像
市立小学校敷地内
放課後自習教室
（放課後子供教室）
●学習方法
自学自習力支援システム（パ
ソコン使用）を活用した、児
童一人一人の理解度に応じ
たプリント学習
（中学校でも本事業を実施）
●活動日・時間
1 週間に 2 日～4 日、平日の
放課後 16 時 30 分まで。その
他、長期休業中や土曜日に開
室している学校もあり。

放課後自習教室に参加
後に留守家庭児童会室
に行く児童も

留守家庭児童会室
（放課後児童クラブ）

●対象
小学 1 年生～4 年生の留守家庭児童等
平成 29 年度～：小学 5 年生まで受入
平成 30 年度～：小学 6 年生まで受入
●場所
留守家庭児童会室用の専用施設
（校舎外の別棟［一部余裕教室も活用］
）
●活動内容
家庭の代替として、宿題、読書、遊び、おやつ
等生活の場を提供し、子どもの健全育成を図る

●運営
退職教員や地域人材、大学生
等に「やる気ングリーダー」
として協力していただき、児
童の学習を支援

●活動日・時間
平日（月曜日～金曜日）
放課後～18 時まで（延長～19 時まで）
土曜日の臨時開室（年度内 9 回程度）

その他関連する取り組み

●運営
支援員（任期付短時間勤務職員）及び准支援員
（一般職非常勤職員）により運営

・枚方子どもいきいき広場
・市立小学校体育施設開放
・市立小中学校及び幼稚園施設
開放

●保護者の負担
7,200 円（～18 時） 8,200 円（～19 時）
［別途おやつ代 2,000 円／月が必要］

放課後の留守家庭児童会室のスケジュール
13:15

開室

13:30 頃 ミーティング
14:30 頃 児童の出欠・帰宅時間確認(随時)
15:00 頃 おやつの配膳
15:30 頃 おやつ
16:00 頃 自由遊び、宿題
17:00

室内遊び

18:00

延長保育

19:00

片付け、閉室
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（注意）
三季休業中等の
スケジュールは
左記とは異なる

（２）留守家庭児童会室事業

【放課後児童クラブ（厚生労働省）】 （放課後子ども課所管）

［人］

5,000

4,431
4,500

3,906
4,000
3,500
3,000

3,579
3,129
470

3,088

449

427

688

705

2,500

708

630

448
481

890

784

913

846

899

973

657

6年生

2,000

1,500

2

587

3,294
3,017

265

1,136

1,096

993

1,214

4年生
3年生

1,000
500

5年生

2年生

1,038

981

1,110

平成23年度

平成24年度

平成25年度

1,163

1,251

1,293

平成26年度

平成27年度

平成28年度

1,347
1年生
合計

0
平成29年度

※各年度4月1日現在 入室児童数

（３）放課後自習教室 【放課後子供教室（文部科学省）】 （教育指導課所管）
［平成 28 年度実績］ 小学校
開室日数

のべ参加児童数

やる気ングリーダー活用人数

3,302 日（1 校平均 73.4 日）

92,032 人

163 人（平均 73.4 人）

平均参加人数

１日あたり 27.9 人

（参考）枚方子どもいきいき広場事業 （子ども青少年政策課所管）
［平成 27 年度実績］
実施日数
12～48 日の間で各校区で設定
（１校平均 33.0 日）

のべ参加児童数

のべ参加ボランティア数

60,984 人

18,921 人
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生涯学習施設・図書館複合６施設への
指定管理者制度導入について

社会教育部

中央図書館

１．政策等の背景・目的及び効果
平成28年度に指定管理者制度を先行導入した蹉跎生涯学習市民センター・蹉跎図書
館並びに牧野生涯学習市民センター・牧野図書館における運用状況等を踏まえ、生涯
学習市民センター・図書館複合全６施設の管理運営について、民間のノウハウを活用
しながら市民サービスの向上と効率的・効果的な管理運営を図るため、指定管理者制
度を導入するものです。
２．先行導入施設の導入状況の検証
（１）総合窓口
先行導入２施設への指定管理者制度導入にあたり、効率的・効果的な運営の手段
として生涯学習市民センターの利用許可等並びに図書館業務を一体的に行う総合窓
口を１階図書館内に設置しました。
市として、総合窓口での利用者評価を把握するため、アンケート調査（利用者ア
ンケート）を昨年５月と 10 月に実施した結果、利用者に定着していると考えられま
す。
その一方で、生涯学習市民センターの利用団体によっては、利用者動線面で課題
も見受けられますが、図書館・センターの互いのスタッフによる連携が、市民サー
ビスの向上につながるなど、一定の成果が見られました。
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利用者アンケート（第１回 5/10～6/10 Ｎ＝425、第２回 10/11～11/10 Ｎ＝332）
■総合窓口の受付について

第１回

28

30

第２回

17

16

70
0%

10%

20%

支障はない

30%

11
40%

50%

あまり支障はない

60%

やや支障がある

70%

9

8
80%

支障がある

5
90%

6
100%

未回答

■総合窓口の対応について

第１回

20

48

第２回

11

63
0%

10%

20%
満足

30%

6

24
40%

概ね満足

50%
やや不満

60%
不満

70%

15

4 2
80%

90%

7
100%

未回答

（２）図書館の開館日数・開館時間帯の拡大
図書館のサービス向上のため、図書館の開館日数及び１日あたりの開館時間数を生
涯学習市民センターに合わせ、利用機会の拡大を図ったことで、年間の総開館時間数
は従来の約 1.5 倍となりました。また、書籍消毒機や電子掲示板の設置など、新たな
機器を導入し、サービス向上につなげています。
（３）生涯学習市民センター事業や図書館との連携事業の実施
これまで実施してきた活動委員会事業については、活動委員会に対する新たな事業
実施提案に取り組んでいます。指定管理者の自主事業は、センターロビーを活用した
コンサートをはじめとする各種イベント、２施設の連携事業としてイングリッシュカ
フェをはじめ各種講座、子ども向けイベント、関連図書館蔵書の紹介などに取り組ん
でおり、施設の活性化に寄与しています。
（４）施設間の連携状況
生涯学習市民センターと図書館の連携については、施設総括責任者の創意工夫のも
と、センターだよりへの図書館情報の掲載などが挙げられます。また、蹉跎と牧野の
２施設間の連携については、両図書館での機関紙の発行やワークショップの開催、蔵
書点検業務におけるスタッフの相互応援などが行われています。
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（５）導入可能性調査（ヒアリング）
競争性確保の観点から、より多くの事業者が参画可能な制度導入が重要であり、他
市等で実績を有する民間事業者 11 社に対し実施した導入可能性調査において、６施
設一括での制度導入について、
「職員確保が困難であること」など懸念が示されまし
た。
（６）利用者・活動委員会・生涯学習推進審議会・社会教育委員会議からの主な意見
会議等

開催日

生涯学習市民センター利用者懇談会

H28/12/２～H28/12/12

活動委員会との意見交換会

H28/12/21

枚方市生涯学習推進審議会

H29/１/６

社会教育委員会議

H29/５/12

〔主な意見〕
総合窓口について、不便なので元に戻してほしいとの意見があった一方で、以前よ
り職員の対応も良くなったなどの意見がありました。また、効果的なディスプレイで
館内の雰囲気も良くなった、Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）導入で利便性が向上したなど
のほか、総合窓口アンケートでは２回目の評価が上がっており指定管理者制度がうま
くいっている、事業者の企画力を感じた、業務知識とスキルに長けた事業者を選ぶべ
き、図書館の分館では市民の交流の場としての役割も重要であるなどの意見がありま
した。
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３．内容
（１）施設名称・所在地等
名称

所在地

楠葉生涯学習市民センター・楠葉図書館

枚方市楠葉並木２丁目 29 番５号

蹉跎生涯学習市民センター・蹉跎図書館

枚方市北中振３丁目 27 番 10 号

御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館

枚方市御殿山町 10 番 16 号

牧野生涯学習市民センター・牧野図書館

枚方市宇山町４番５号

津田生涯学習市民センター・津田図書館

枚方市津田北町２丁目 25 番３号

菅原生涯学習市民センター・菅原図書館

枚方市長尾元町 1 丁目 35 番１号

※市民安全部が所管する市民交流センターについて、牧野生涯学習市民センターの
分館（仮称：牧野北分館）として位置付けした上で、指定管理者制度の導入をめ
ざします（別途、総務委員協議会において報告）。
（２）指定管理期間
平成30年４月から平成35年３月31日までの５年間
（３）指定管理者の選定方法
競争性確保の観点から、より多くの事業者が参画可能な制度導入とすべく、
庁内委員会での議論を経て、複合全６施設一括での公募とせず、２施設ごと（御
殿山と菅原、蹉跎と牧野、楠葉と津田）に３つに分割して公募を実施し、指定
管理者選定委員会に諮ります。
（４）旧市民室サービスコーナー（蹉跎・牧野・菅原）の取扱い
必要な環境整備を市で行ったうえで、複合施設全体としての魅力向上を図るため、
備品購入等の室内整備プランと管理運営計画の事業提案（自習室としての活用など）
を求めます（別途、総務委員協議会において報告）
。
４．実施時期等
平成29年

５月29日

総務委員協議会へ報告

30日

文教委員協議会へ報告

６月

生涯学習市民センター条例（市民交流センター条例
の廃止含む）及び図書館条例の一部改正議案提出

７月～10月

指定管理者選定委員会の開催

11月

総務委員協議会、文教委員協議会へ報告

12月

指定管理者の指定議案及び関連予算案提出
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平成30年

４月

指定管理者による管理運営の開始

５．総合計画等における根拠・位置付け
①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

②新行政改革実施プラン
（２）事務事業等の見直し・最適化
No.15 サービスコーナー（蹉跎、牧野、菅原）の廃止
No.16 市民交流センターのあり方の決定
（３）行政の役割と責任を踏まえた効率的・効果的な行政運営
No.40 指定管理者制度の拡大
６．関係法令・条例等
地方自治法（第244条の2）
枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
枚方市立生涯学習市民センター条例
枚方市立図書館条例
枚方市立市民交流センター条例
７．事業費・財源及びコスト
《事業費》

570 千円
支出内訳

《財

源》

指定管理者選定委員会に係る委員報酬

一般財源

570千円

■参考（今後の予定）
平成 29 年 ５月 30 日

570千円

文教委員協議会
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教育委員会協議会資料

図書館施設の効率的・効果的な運営について
社会教育部

中央図書館

１．政策等の背景・目的及び効果
平成29年２月の文教委員協議会にてご提示した「枚方市立図書館分室等の見
直しに関する基本的な考え方（案）」について、３月１日～末日に市民アンケ
ートを実施し、168件のご意見をいただきました。
ついては、当該市民アンケートの実施結果を公表するとともに、（案）のと
おり「枚方市立図書館分室等の見直しに関する基本的な考え方」を策定するも
のです。
今後は、この考え方に基づき地元等と協議を行うなど、分室等の効率的・効
果的な運営に取り組んでいきます。
○見直しの方向性
検討対象分室ごとの見直しの方向性に関する考え方は下表のとおりです。
分室名

茄子作
東香里
釈尊寺

山田

見直しの方向性に関する考え方
高齢者や子育てなどの地域における課題を踏まえ、職員配置を伴
う図書館分室サービスから、図書館から団体図書の貸し出し等の支
援を行う、「本のある地域の新たな居場所づくり支援」へ転換す
る。
新たな香里ケ丘図書館の開館を見据え、地元等と協議をすすめ、
平成 30 年度までに具体的な見直し計画を策定する。
庁内検討を行った上で、他の政策目的施設への転用を図る方向で、
見直しを行う。

＊（平成 29 年２月文教委員協議会資料）
「枚方市立図書館分室等の見直しに関す
る基本的な考え方（案）」５ページから抜粋
２．内容
茄子作・東香里・釈尊寺分室については、平成30年度中に見直し計画を策定
します。建て替わった香里ケ丘図書館が再オープンする平成32年度中は継続し
て開室し、図書館サービスに切れ目が出ないよう取り組みます。
山田分室については、地元等と協議しながら平成29年度中の閉室をめどに手
続きを進めていきます。
自動車文庫についても、利用の少ないステーションや路上ステーションを見
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直すとともに、長期的には、病院や子育て関係施設などへの配本事業を充実さ
せるため、大型の自動車文庫から小回りがきくリフト付貨物車へ計画的に引き
継いでいきます。
３．実施時期等（今後の予定）
平成29年
５月末
「枚方市立図書館分室等の見直しに関する基本的な
考え方（案）」についての市民アンケートの公表
「枚方市立図書館分室等の見直しに関する基本的な
考え方」の策定
山田分室の閉室

年度中

茄子作、東香里、釈尊寺分室についての具体的な見
直し計画の策定

平成30年

年度中

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
図書館法
枚方市立図書館条例
６．参考資料
（別添 参考資料）「枚方市立図書館分室等の見直しに関する基本的な考え方
（案）」についての市民アンケートの実施結果について

■参考（今後の予定）
平成 29 年 ５月 30 日

文教委員協議会
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参考資料
「枚方市立図書館分室等の見直しに関する基本的な考え方(案)」についての
市民アンケートの実施結果について
１．市民アンケートの概要
（１）意見募集期間
平成 29 年 3 月 1 日（水）～平成 29 年 3 月 31 日（金）
（２）意見提出方法
①市ホームページ上のアンケート回答欄への記入による提出
②意見回収箱への書面による提出（市内 23 か所に設置）
（３）意見提出者数
171 人（市ホームページ 18 件、回収箱 153 件）
（４）公表意見数
168 件
２．いただいた主なご意見と教育委員会の考え方
（１）山田分室（見直し対象施設）に関するご意見（31 件）
ご意見

教育委員会の考え方

山田分室がなくなると、中央図書館など最寄りの図書

将来にわたり安定的に行政運営を行う観点か

館が遠くなり、高齢者や親子連れは利用しにくくなる

ら、市民の切実なニーズを大切にする一方で、
人口減少等に伴う税収見込み、人件費を含む施

子どもにとって校区外の遠い中央図書館は利用しにく

設運営経費、高齢化社会の進行に伴う扶助費の

く、子ども読書活動推進の観点からなくすべきでない

増大、施設の老朽化に伴う今後の施設維持管理

図書館は地域の文化拠点であり、まちの風格を高める
施設であるためなくすべきでない

経費等も踏まえた、市全体の公共施設配置の最
適化について検討する必要があり、現在の市の
施設すべてをこれまでのように維持することは

分室は職員も親切で、子ども向けの行事などもあり、
気軽に利用でき、きめ細やかなサービスが期待できる

難しいと考えています。
山田分室につきましては、中央図書館の利用
圏域内にあること、他の分室と比べて利用者が

地域密着型の施設であり、なくすべきでない
山田分室を予約図書等の受取拠点として利用してお

少ないこと、地域の集会施設として旧山田幼稚
園（山田会館）が近隣にあること、著しく老朽

り、なくさないでほしい

化が進行していることなどから、図書館分室と

読み聞かせや朗読のボランティア活動に必要な資料を

しての維持は難しく、今後は蔵書数も多く、よ

山田分室で借りており、なくなると活動の継続に影響

り専門的なサービスも提供可能な中央図書館を

する

ご利用いただきたいと考えています。
また、まとまった図書を配本するサービス（団

山田分室は山田図書館に戻して、開館時間と日数、閲

体貸出）がございますので、地域の集会所等で、

覧フロアを拡大すべき

地域の方々による図書の管理等が可能であれ

施設の老朽化については理解できるため、無理に継続
すべきとは言えない

ば、図書館の団体貸出制度を活用した「本のあ
る地域の新たな居場所づくり」を支援させてい
ただきます。
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ご意見の要旨

教育委員会の考え方

枚方市は図書館施設等のサービスポイントが充実して
いるのが魅力の一つである

前ページにお示しした考え方と同じです。

山田分室を地域の集会施設として開放してほしい
分室の見直し基準の中に市民の声がないのは理解でき
ない

また、市民の声をお聞きするために、このアン
ケートを実施いたしました。

冷暖房がある公共施設が近隣からなくなってしまう

（２）東香里分室（見直し対象施設）に関するご意見（６件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方
１ページでお示しした理由から、現在の市の施

東香里分室がなくなると、香里ケ丘図書館など最寄り
の図書館が遠くなり、高齢者は利用しにくくなる

設すべてをこれまでのように維持することは難
しいと考えています。
東香里分室は、建て替わる香里ケ丘図書館に
近く、他の分室と比べて利用者も少ないため、
将来にわたり市直営の図書館サービスを継続す
ることは難しいと考えており、今後は建て替わ

身近で本に親しめる施設をなくさないでほしい

る香里ケ丘図書館等をご利用いただければと考
えています。
また、図書館にはまとまった図書を配本する
サービス（団体貸出）がございますので、地域

香里ケ丘図書館の建替えは歓迎するが、それを理由に
東香里分室をなくすのは賛成できない

の集会所等で地域の方々による図書の管理等が
可能であれば、図書館の団体貸出制度を活用し
た「本のある地域の新たな居場所づくり」を支
援させていただきます。

（３）釈尊寺分室（見直し対象施設）に関するご意見（51 件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方

釈尊寺分室がなくなると、香里ケ丘図書館など最寄り

１ページでお示しした理由から、現在の市の施

の図書館が遠くなり、高齢者や親子連れは利用しにく

設すべてをこれまでのように維持することは難

くなる

しいと考えています。

子どもにとって遠い香里ケ丘図書館は利用しにくく、

釈尊寺分室は、建て替わる香里ケ丘図書館に

子ども読書活動推進の観点からなくすべきでない

近く、他の分室と比べて利用者も少ないため、

体に障害がある市民は、自宅から遠い図書館は利用で

将来にわたり市直営の図書館サービスを継続す

きない

ることは難しいと考えており、今後は建て替わ

なくすのではなく、開室日・開室時間を縮小してでも
継続すべき

る香里ケ丘図書館等をご利用いただければと考
えています。
（次ページに続く）
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ご意見の要旨

教育委員会の考え方

代替サービスとして、自動車文庫ステーションを設置
してほしい
分室は職員も親切で、子ども向けの行事などもあり、
気軽に利用でき、きめ細やかなサービスが期待できる
地域密着型の施設であり、
「費用対効果」の視点だけで
なくすべきでない
釈尊寺分室を予約図書等の受取拠点として利用してお
り、なくさないでほしい
枚方市は図書館施設等のサービスポイントが充実して
いるのが魅力の一つである
高齢者の楽しみ、地域での孤立化の防止、認知症予防
のためにも分室はなくすべきでない
子育て世代の孤立化の防止、コミュニケーションの場

（前ページからの続き）
また、図書館は宅配サービス（送料は自己負
担。心身に障害等がある方は軽減または免除）
も実施しておりますのでこちらもご利用くださ
い。
さらに、図書館には、まとまった図書を配本
するサービス（団体貸出）がございますので、
地域の集会所等で地域の方々による図書の管理
等が可能であれば、図書館の団体貸出制度を活
用した「本のある地域の新たな居場所づくり」
を支援させていただきます。

として釈尊寺分室はなくすべきでない

（４）茄子作分室（見直し対象施設）に関するご意見（44 件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方

茄子作分室がなくなると、香里ケ丘図書館など最寄り

１ページでお示しした理由から、現在の市の施

の図書館が遠くなり、高齢者や親子連れ、車を運転し

設すべてをこれまでのように維持することは難

ない市民は利用しにくくなる

しいと考えています。

子どもにとって遠い香里ケ丘図書館は利用しにくく、
子ども読書活動推進の観点からなくすべきでない
体に障害がある市民は、自宅から遠い図書館は利用で
きない
アットホームな雰囲気で地域密着型の分室は利用しや

茄子作分室は、建て替わる香里ケ丘図書館に
近く、他の分室と比べて利用者も少ないため、
将来にわたり市直営の図書館サービスを継続す
ることは難しいと考えており、今後は建て替わ
る香里ケ丘図書館等をご利用いただければと考

すくなくすべきでない
なくすのではなく、開室日・開室時間を縮小してでも
継続すべき

えています。
また、図書館は宅配サービス（送料は自己負
担。心身に障害等がある方は軽減または免除）

認知症予防のためにも分室はなくすべきでない

も実施しておりますのでこちらもご利用くださ
茄子作分室を予約図書等の受取拠点として利用してお
り、なくさないでほしい

い。
さらに、図書館には、まとまった図書を配本

図書館は地域の文化拠点であるためなくすべきでない

するサービス（団体貸出）がございますので、

代替サービスとして、自動車文庫ステーションを設置

地域の集会所等で地域の方々による図書の管理

してほしい

等が可能であれば、図書館の団体貸出制度を活
用した「本のある地域の新たな居場所づくり」

合理化のためなら分室をなくす方向も仕方がない

を支援させていただきます。
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（５）香里園分室（見直し対象外の施設）に関するご意見（３件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方

香里園分室の開室日数・開室時間帯を拡大すべき

分室の開室日数及び時間帯の拡大につきまして

身近に図書館施設があるのは、子育て世代にとって魅
力的であり、香里園分室はなくすべきでない
子どもや高齢者が利用しやすい分室はなくすべきでな
い

は、利用状況、拡大に伴う経費等の調査研究を
行い、実現可能性について検討していきます。
また、香里園分室につきましては、現在のと
ころ見直しの予定はありません。

（６）枚方公園分室（見直し対象外の施設）に関するご意見（１件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方

サテライトがなくなったこともあり、市駅周辺には枚

枚方公園分室につきましては、現在のところ見

方公園分室しかないため、なくすべきでない

直しの予定はありません。

（７）藤阪分室（見直し対象外の施設）に関するご意見（３件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方

菅原・津田両図書館は遠く、高齢者や主婦、子どもが
利用しにくいので藤阪分室はなくすべきでない
アットホームな雰囲気の分室はほっとできる場所で、
なくすべきでない

藤阪分室につきましては、現在のところ見直し

分室を地域住民のコミュニケーションの場として活用

の予定はありません。

すべき
廃止ありきの見直しには反対

（８）分室全体に関するご意見（17 件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方

自治会の集会所の一角に図書スペースを作り、自治会

１ページでお示しした理由から、現在の市の施

に管理を委ねれば、子どもたちが気軽に本に接する機

設すべてをこれまでのように維持することは難

会を提供できるのではないか

しいと考えています。
そのため、行政として分室等の見直しに係る

機能を縮小し、職員とボランティアで分室を運営して

基本的な考え方をお示しし、市民のご意見を伺

でも、現在の蔵書スペースを維持して分室運営を行う

っており、地域との話し合いも行います。

べき

（次ページへ続く）
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ご意見の要旨

教育委員会の考え方

子どもにとって遠い香里ケ丘図書館は利用しにくく、
子ども読書活動推進の観点からなくすべきでない
香里ケ丘図書館の建替えに伴う機能拡大を理由として
分室をなくすのは納得できない
説明会を開催し、地元の声を聞くべき
図書館施設等のサービスポイントが充実した枚方市で

（前ページからの続き）

あってほしい

見直しの対象としている分室の近隣にお住ま

財政状況を理由とした教育・文化予算の削減には反対。 いの方には、図書館が遠くなりご不便をおかけ
教育と効率化は相容れない。

しますが、ご理解いただきたいと考えています。
今後はサービス機能・蔵書が充実した中央図

高齢者や親子連れ、体が不自由な市民にとって、身近

書館・分館等をご利用くださるようお願いいた

な分室は不可欠な存在であり、徒歩以外に交通手段が

します。

ない市民への配慮が必要
数の少ない大きな図書館よりも小さな図書館が数多く
あるほうがいい
図書館は地域の文化拠点であるためなくすべきでない
費用対効果だけでなく、物事を深く考え表現するため
に必要な読書環境の維持の観点も重要

（９）市駅前の図書館サービスポイントに関するご意見（12 件）
ご意見の要旨

教育委員会の考え方

サービススポットでは、本を手にとって選ぶことが
できない。交通の利便性の高い市駅前にこそ、本を
手にとって選べる図書館を設置すべき
サテライトは、契約期間の満了により閉室しまし
枚方市駅内または近辺に返却ボックスを設置すべき

た。
枚方市駅周辺への閲覧フロアのある図書館施設
の設置は課題と考えております。

経費削減のためならサテライトの閉室もしかたがな
い
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