
案 件

1 市立学校園における空調設備の整備について

2 中学校給食について

3 「（仮称）子どもの未来応援コーディネーター」の配置について

4 就学援助費における小学校入学準備金の支給について

5 文化財行政の充実に向けた組織体制の構築について

6 枚方市立図書館第３次グランドビジョンの平成28年度の進捗状況について

7 香里ケ丘図書館の建替えに伴う代替サービス等について

                                    ○開催日 　   平成２９年８月２１日  　
            　　　　　　　　   　　 ○開催場所　　輝きプラザきらら３階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会室

枚　方　市　教　育　委　員　会

協　議　会　　　　　　資　料





 
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月に枚方ＰＦＩ学校環境サービス株式会社と事業契約

書を締結し、「枚方市学習環境整備ＰＦＩ事業」を実施しています。 

今回、同ＰＦＩ事業契約書に基づき、下記のとおり空調設備の整備を

行うものです。  
２．内容 
（１）増築による空調設備の新設 

枚方小学校相談室等の増築、及び桜丘・磯島留守家庭児童会室の増築に 

伴い、空調設備を新設するもの。 
施 設 場  所  

小学校 枚方小学校         （１校） 相談室等（４室）新設 

留 守 家 庭 

児童会室 

桜丘留守家庭児童会室 

磯島留守家庭児童会室    （２校） 

児童会室（各２室）新設 

静養室  （各１室）新設  
（２）教室棟内への空調設備の新設 

教室棟内に新たに設けた留守家庭児童会室、及び相談室に空調設備を 

新設するもの。       施 設 場 所 
留 守 家 庭 

児童会室 

明倫留守家庭児童会室 図工準備室（１室）新設 

交北留守家庭児童会室 

中宮留守家庭児童会室 

樟葉南留守家庭児童会室 

磯島留守家庭児童会室 

平野留守家庭児童会室    （６校） 

 

 

普通教室（各１室）新設 

中学校 杉中学校          （１校） 相談室（１室）新設 
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（３）既設空調機器の保全計画に基づく取替え    市有建築物保全計画に基づき、中学校の保健室の既設空調機器を取替える 

もの。 
（４）既設空調機器の老朽化に伴う取替え等 

既設留守家庭児童会室における既設空調機器の老朽化に伴う、取替え等を 

するもの。 

（５）普通教室への空調設備の移設     児童数の増加に伴い、これまで空き教室であった教室に空調設備を移設す 

るもの。 
（別添「位置図」参照） 

３．実施時期等 
  本契約締結日（変更契約日）～平成３０年３月末 

４．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） 
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。   

５．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 

６．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 

■参考（今後の予定） 
平成２９年８月２４日  文教委員協議会 

９月     市議会  
施 設 場 所 

中学校 

第一中学校、第二中学校、第四中学校、津田

中学校、枚方中学校、中宮中学校、招提中学

校、楠葉中学校、東香里中学校、楠葉西中学

校、長尾中学校、山田中学校、桜丘中学校、

蹉跎中学校、招提北中学校、長尾西中学校 

（１６校） 

保健室（各１室）取替 

施 設 場 所 
留 守 家 庭 

児童会室 

蹉跎西留守家庭児童会室 

蹉跎東留守家庭児童会室 

磯島留守家庭児童会室 

平野留守家庭児童会室    （４校） 

児童会室（各１室）取替 

静養室  （各１室） 新設 

施 設 場 所 
小学校 五常小学校         （１校） 普通教室（１室）移設 
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

枚方小学校枚方小学校枚方小学校枚方小学校枚方小学校枚方小学校枚方小学校

枚方小学校：枚方市枚方上之町9-21枚方小学校：枚方市枚方上之町9-21枚方小学校：枚方市枚方上之町9-21枚方小学校：枚方市枚方上之町9-21枚方小学校：枚方市枚方上之町9-21枚方小学校：枚方市枚方上之町9-21枚方小学校：枚方市枚方上之町9-21

桜丘留守家庭児童会室：枚方市村野本町30-1桜丘留守家庭児童会室：枚方市村野本町30-1桜丘留守家庭児童会室：枚方市村野本町30-1桜丘留守家庭児童会室：枚方市村野本町30-1桜丘留守家庭児童会室：枚方市村野本町30-1桜丘留守家庭児童会室：枚方市村野本町30-1桜丘留守家庭児童会室：枚方市村野本町30-1

　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室

　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室

桜丘小学校桜丘小学校桜丘小学校桜丘小学校桜丘小学校桜丘小学校桜丘小学校

（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設

　　　相談室等４室　　　相談室等４室　　　相談室等４室　　　相談室等４室　　　相談室等４室　　　相談室等４室　　　相談室等４室

（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

磯島留守家庭児童会室：枚方市磯島北町3-1磯島留守家庭児童会室：枚方市磯島北町3-1磯島留守家庭児童会室：枚方市磯島北町3-1磯島留守家庭児童会室：枚方市磯島北町3-1磯島留守家庭児童会室：枚方市磯島北町3-1磯島留守家庭児童会室：枚方市磯島北町3-1磯島留守家庭児童会室：枚方市磯島北町3-1

磯島小学校磯島小学校磯島小学校磯島小学校磯島小学校磯島小学校磯島小学校

　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）

　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室
　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室　　　留守家庭児童会室

　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室　　　児童会室２室　静養室１室

明倫留守家庭児童会室：枚方市中宮西之町10-6明倫留守家庭児童会室：枚方市中宮西之町10-6明倫留守家庭児童会室：枚方市中宮西之町10-6明倫留守家庭児童会室：枚方市中宮西之町10-6明倫留守家庭児童会室：枚方市中宮西之町10-6明倫留守家庭児童会室：枚方市中宮西之町10-6明倫留守家庭児童会室：枚方市中宮西之町10-6

明倫小学校明倫小学校明倫小学校明倫小学校明倫小学校明倫小学校明倫小学校

（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に

　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等

（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設

　　　図工準備室１室　　　図工準備室１室　　　図工準備室１室　　　図工準備室１室　　　図工準備室１室　　　図工準備室１室　　　図工準備室１室

（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設

　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室

（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設（１）増築による空調設備の新設
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

交北留守家庭児童会室：枚方市交北二丁目30-5交北留守家庭児童会室：枚方市交北二丁目30-5交北留守家庭児童会室：枚方市交北二丁目30-5交北留守家庭児童会室：枚方市交北二丁目30-5交北留守家庭児童会室：枚方市交北二丁目30-5交北留守家庭児童会室：枚方市交北二丁目30-5交北留守家庭児童会室：枚方市交北二丁目30-5

交北小学校交北小学校交北小学校交北小学校交北小学校交北小学校交北小学校

中宮留守家庭児童会室：枚方市中宮山戸町22-3中宮留守家庭児童会室：枚方市中宮山戸町22-3中宮留守家庭児童会室：枚方市中宮山戸町22-3中宮留守家庭児童会室：枚方市中宮山戸町22-3中宮留守家庭児童会室：枚方市中宮山戸町22-3中宮留守家庭児童会室：枚方市中宮山戸町22-3中宮留守家庭児童会室：枚方市中宮山戸町22-3

中宮小学校中宮小学校中宮小学校中宮小学校中宮小学校中宮小学校中宮小学校

（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設

　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室

（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設

　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

　　中学校　　中学校　　中学校　　中学校　　中学校　　中学校　　中学校

　　中学校：枚方市出口五丁目40-1　　中学校：枚方市出口五丁目40-1　　中学校：枚方市出口五丁目40-1　　中学校：枚方市出口五丁目40-1　　中学校：枚方市出口五丁目40-1　　中学校：枚方市出口五丁目40-1　　中学校：枚方市出口五丁目40-1

招提北中学校：枚方市招提北町二丁目35-1招提北中学校：枚方市招提北町二丁目35-1招提北中学校：枚方市招提北町二丁目35-1招提北中学校：枚方市招提北町二丁目35-1招提北中学校：枚方市招提北町二丁目35-1招提北中学校：枚方市招提北町二丁目35-1招提北中学校：枚方市招提北町二丁目35-1

招提北中学校招提北中学校招提北中学校招提北中学校招提北中学校招提北中学校招提北中学校

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

平野留守家庭児童会室：枚方市招提中町一丁目53-1平野留守家庭児童会室：枚方市招提中町一丁目53-1平野留守家庭児童会室：枚方市招提中町一丁目53-1平野留守家庭児童会室：枚方市招提中町一丁目53-1平野留守家庭児童会室：枚方市招提中町一丁目53-1平野留守家庭児童会室：枚方市招提中町一丁目53-1平野留守家庭児童会室：枚方市招提中町一丁目53-1

平野小学校平野小学校平野小学校平野小学校平野小学校平野小学校平野小学校

樟葉南留守家庭児童会室：枚方市楠葉美咲一丁目25-1樟葉南留守家庭児童会室：枚方市楠葉美咲一丁目25-1樟葉南留守家庭児童会室：枚方市楠葉美咲一丁目25-1樟葉南留守家庭児童会室：枚方市楠葉美咲一丁目25-1樟葉南留守家庭児童会室：枚方市楠葉美咲一丁目25-1樟葉南留守家庭児童会室：枚方市楠葉美咲一丁目25-1樟葉南留守家庭児童会室：枚方市楠葉美咲一丁目25-1

樟葉南小学校樟葉南小学校樟葉南小学校樟葉南小学校樟葉南小学校樟葉南小学校樟葉南小学校

（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設

　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室

（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設

　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室

（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に

　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等

　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室

　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

第一中学校：枚方市渚東町2-1第一中学校：枚方市渚東町2-1第一中学校：枚方市渚東町2-1第一中学校：枚方市渚東町2-1第一中学校：枚方市渚東町2-1第一中学校：枚方市渚東町2-1第一中学校：枚方市渚東町2-1

第一中学校第一中学校第一中学校第一中学校第一中学校第一中学校第一中学校

杉中学校：枚方市杉四丁目1-1杉中学校：枚方市杉四丁目1-1杉中学校：枚方市杉四丁目1-1杉中学校：枚方市杉四丁目1-1杉中学校：枚方市杉四丁目1-1杉中学校：枚方市杉四丁目1-1杉中学校：枚方市杉四丁目1-1

杉中学校杉中学校杉中学校杉中学校杉中学校杉中学校杉中学校

（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設（２）教室棟内へ空調設備の新設

　　　相談室１室　　　相談室１室　　　相談室１室　　　相談室１室　　　相談室１室　　　相談室１室　　　相談室１室

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

第二中学校：枚方市香里園東之町20-26第二中学校：枚方市香里園東之町20-26第二中学校：枚方市香里園東之町20-26第二中学校：枚方市香里園東之町20-26第二中学校：枚方市香里園東之町20-26第二中学校：枚方市香里園東之町20-26第二中学校：枚方市香里園東之町20-26

第二中学校第二中学校第二中学校第二中学校第二中学校第二中学校第二中学校

第四中学校：枚方市香里ケ丘五丁目3-2第四中学校：枚方市香里ケ丘五丁目3-2第四中学校：枚方市香里ケ丘五丁目3-2第四中学校：枚方市香里ケ丘五丁目3-2第四中学校：枚方市香里ケ丘五丁目3-2第四中学校：枚方市香里ケ丘五丁目3-2第四中学校：枚方市香里ケ丘五丁目3-2

第四中学校第四中学校第四中学校第四中学校第四中学校第四中学校第四中学校

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

津田中学校：枚方市津田北町一丁目32-1津田中学校：枚方市津田北町一丁目32-1津田中学校：枚方市津田北町一丁目32-1津田中学校：枚方市津田北町一丁目32-1津田中学校：枚方市津田北町一丁目32-1津田中学校：枚方市津田北町一丁目32-1津田中学校：枚方市津田北町一丁目32-1

津田中学校津田中学校津田中学校津田中学校津田中学校津田中学校津田中学校

枚方中学校：枚方市西宮田町19-1枚方中学校：枚方市西宮田町19-1枚方中学校：枚方市西宮田町19-1枚方中学校：枚方市西宮田町19-1枚方中学校：枚方市西宮田町19-1枚方中学校：枚方市西宮田町19-1枚方中学校：枚方市西宮田町19-1

枚方中学校枚方中学校枚方中学校枚方中学校枚方中学校枚方中学校枚方中学校

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

中宮中学校：枚方市堂山一丁目2-6中宮中学校：枚方市堂山一丁目2-6中宮中学校：枚方市堂山一丁目2-6中宮中学校：枚方市堂山一丁目2-6中宮中学校：枚方市堂山一丁目2-6中宮中学校：枚方市堂山一丁目2-6中宮中学校：枚方市堂山一丁目2-6

中宮中学校中宮中学校中宮中学校中宮中学校中宮中学校中宮中学校中宮中学校

招提中学校：枚方市招提東町二丁目1-12招提中学校：枚方市招提東町二丁目1-12招提中学校：枚方市招提東町二丁目1-12招提中学校：枚方市招提東町二丁目1-12招提中学校：枚方市招提東町二丁目1-12招提中学校：枚方市招提東町二丁目1-12招提中学校：枚方市招提東町二丁目1-12

招提中学校招提中学校招提中学校招提中学校招提中学校招提中学校招提中学校

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

楠葉中学校：枚方市楠葉丘二丁目12-1楠葉中学校：枚方市楠葉丘二丁目12-1楠葉中学校：枚方市楠葉丘二丁目12-1楠葉中学校：枚方市楠葉丘二丁目12-1楠葉中学校：枚方市楠葉丘二丁目12-1楠葉中学校：枚方市楠葉丘二丁目12-1楠葉中学校：枚方市楠葉丘二丁目12-1

楠葉中学校楠葉中学校楠葉中学校楠葉中学校楠葉中学校楠葉中学校楠葉中学校

東香里中学校：枚方市東香里三丁目37-1東香里中学校：枚方市東香里三丁目37-1東香里中学校：枚方市東香里三丁目37-1東香里中学校：枚方市東香里三丁目37-1東香里中学校：枚方市東香里三丁目37-1東香里中学校：枚方市東香里三丁目37-1東香里中学校：枚方市東香里三丁目37-1

東香里中学校東香里中学校東香里中学校東香里中学校東香里中学校東香里中学校東香里中学校

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

楠葉西中学校：枚方市西船橋二丁目43-1楠葉西中学校：枚方市西船橋二丁目43-1楠葉西中学校：枚方市西船橋二丁目43-1楠葉西中学校：枚方市西船橋二丁目43-1楠葉西中学校：枚方市西船橋二丁目43-1楠葉西中学校：枚方市西船橋二丁目43-1楠葉西中学校：枚方市西船橋二丁目43-1

楠葉西中学校楠葉西中学校楠葉西中学校楠葉西中学校楠葉西中学校楠葉西中学校楠葉西中学校

長尾中学校：枚方市長尾北町三丁目3-1長尾中学校：枚方市長尾北町三丁目3-1長尾中学校：枚方市長尾北町三丁目3-1長尾中学校：枚方市長尾北町三丁目3-1長尾中学校：枚方市長尾北町三丁目3-1長尾中学校：枚方市長尾北町三丁目3-1長尾中学校：枚方市長尾北町三丁目3-1

長尾中学校長尾中学校長尾中学校長尾中学校長尾中学校長尾中学校長尾中学校

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の
　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の
　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

山田中学校：枚方市交北二丁目28-1山田中学校：枚方市交北二丁目28-1山田中学校：枚方市交北二丁目28-1山田中学校：枚方市交北二丁目28-1山田中学校：枚方市交北二丁目28-1山田中学校：枚方市交北二丁目28-1山田中学校：枚方市交北二丁目28-1

山田中学校山田中学校山田中学校山田中学校山田中学校山田中学校山田中学校

桜丘中学校：枚方市桜丘町65-1桜丘中学校：枚方市桜丘町65-1桜丘中学校：枚方市桜丘町65-1桜丘中学校：枚方市桜丘町65-1桜丘中学校：枚方市桜丘町65-1桜丘中学校：枚方市桜丘町65-1桜丘中学校：枚方市桜丘町65-1

桜丘中学校桜丘中学校桜丘中学校桜丘中学校桜丘中学校桜丘中学校桜丘中学校

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の

　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え
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位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

　　西小学校　　西小学校　　西小学校　　西小学校　　西小学校　　西小学校　　西小学校

　　西留守家庭児童会室：枚方市出口六丁目20-1　　西留守家庭児童会室：枚方市出口六丁目20-1　　西留守家庭児童会室：枚方市出口六丁目20-1　　西留守家庭児童会室：枚方市出口六丁目20-1　　西留守家庭児童会室：枚方市出口六丁目20-1　　西留守家庭児童会室：枚方市出口六丁目20-1　　西留守家庭児童会室：枚方市出口六丁目20-1

長尾西中学校：枚方市長尾谷町一丁目73-1長尾西中学校：枚方市長尾谷町一丁目73-1長尾西中学校：枚方市長尾谷町一丁目73-1長尾西中学校：枚方市長尾谷町一丁目73-1長尾西中学校：枚方市長尾谷町一丁目73-1長尾西中学校：枚方市長尾谷町一丁目73-1長尾西中学校：枚方市長尾谷町一丁目73-1

長尾西中学校長尾西中学校長尾西中学校長尾西中学校長尾西中学校長尾西中学校長尾西中学校

（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に
　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等

　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室　　　保健室１室

（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の（３）既設空調機器の
　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え　　　保全計画に基づく取替え

　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室

　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）
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　　　空調設備の移設　　　空調設備の移設　　　空調設備の移設　　　空調設備の移設　　　空調設備の移設　　　空調設備の移設　　　空調設備の移設

位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図位　置　図

　　東留守家庭児童会室：枚方市翠香園町30-1　　東留守家庭児童会室：枚方市翠香園町30-1　　東留守家庭児童会室：枚方市翠香園町30-1　　東留守家庭児童会室：枚方市翠香園町30-1　　東留守家庭児童会室：枚方市翠香園町30-1　　東留守家庭児童会室：枚方市翠香園町30-1　　東留守家庭児童会室：枚方市翠香園町30-1

　　東小学校　　東小学校　　東小学校　　東小学校　　東小学校　　東小学校　　東小学校

五常小学校五常小学校五常小学校五常小学校五常小学校五常小学校五常小学校

（５）普通教室への（５）普通教室への（５）普通教室への（５）普通教室への（５）普通教室への（５）普通教室への（５）普通教室への

五常小学校：枚方市香里ケ丘六丁目9五常小学校：枚方市香里ケ丘六丁目9五常小学校：枚方市香里ケ丘六丁目9五常小学校：枚方市香里ケ丘六丁目9五常小学校：枚方市香里ケ丘六丁目9五常小学校：枚方市香里ケ丘六丁目9五常小学校：枚方市香里ケ丘六丁目9

（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に（４）既設空調機器の老朽化に

　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等　　　伴う取替え等

　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室　　　普通教室１室

　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室　　　児童会室１室　静養室１室

　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）　　　（静養室については新設）
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教育委員会協議会資料  
中学校給食について  

管理部  学校給食課  
１．政策等の背景・目的及び効果 

平成 28年４月に選択制共同調理場ランチボックス方式で開始した中学校給食につい

て、全員喫食の実現に向けて検討を進めています。第一学校給食共同調理場の食数規

模 6,000 食を活用するとともに、残る 6,000 食分の実施手法として、共同調理場方式

と民間調理場方式について比較検討を行い、施設整備費や早期実施の点において民間

調理場活用方式に優位性があることから、民間調理事業者の意向調査を行うなど、民

間調理場活用方式での実施可能性について調査・研究を行いました。今回、その結果

についてとりまとめましたので報告を行うものです。   
２．内容 

（１）調査概要   

平成 29年２月、次の 100社を対象にＡ方式、Ｂ方式、Ｃ方式のいずれかの参入意向 

を調査しました。 

   そのうち、参入意向のあった９社を対象に、聞き取り及び現地調査を実施したもの 

です。 

 

＜調査対象＞ 

種 別 調査対象数 参入意向有り 

① 枚方市契約業者（登録：給食） 73社 ６社 

② 公益財団法人 日本給食サービス協会登録業者 24社 １社 

③ その他（他市受託業者等） ３社 ２社 

計 100社 ９社 

 

 

 

Ａ方式 
民間調理場で調理後、冷蔵状態で配送し、中学校に設置したスチームコ

ンベクションで再加熱する ＜大東市方式＞ 

Ｂ方式 
民間調理場に保温カート保管庫を設置し、保温カートを用いて 65℃以上

で配送する ＜堺市方式＞ 

Ｃ方式 
民間調理場を市内で民間事業者が新たに整備し、保温カートを用いて

65℃以上で配送する ＜宮津市（誘致）と堺市（保温カート）の複合方式＞ 
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（２）調査結果 

※「調理後２時間以内の喫食」については、平成 25年３月の「中学校給食の実施手法

等に関する方針」において、危機管理の観点から重点項目として位置づけている。 

 

（３）今後の進め方 

本市では、国が定める学校給食衛生管理基準の「調理後の食品は、適切な温度管理を

行い、調理後２時間以内に給食できるように努めること」の規定に基づき、適切な運用

を確保する観点から、市内に調理場を整備してきた経緯があります。 

以上の調査結果及びこれまでの経緯を踏まえ、今後は、Ｃ方式を前提として、用地確

保や契約期間、契約方法、事業費の積算などの課題整理と検討を行い、今年度中に中学

校給食全員喫食について方針を決定します。 

 

 

３．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 

 

 

４．関係法令・条例等 
学校給食法  

 

   

 

上記調査

対象種別 

調理後 2時間以

内の喫食の可否 
他市実績 

本市への提

供可能食数 
その他 

Ａ方式 

①５社 

②１社 

③２社 

すべての事業者 

   × 

実績あり

１社 

実績なし

７社 

6,000食未満 

４社 

6,000食以上 

４社 

実績ありの１社が、本市への提供可

能食数は 3,000食。 

Ｂ方式 
①５社 

②１社 

すべての事業者 

   × 全事業者 

実績なし 6,000食未満 

２社 

6,000食以上 

４社 

民間調理場の整備に必要とする保

温カートの保管庫スペースについて

は、６社のうち５社は必要なスペース

がない、または、確保が困難な状況。 

残る１社についても、現在、他市と

の調理業務委託について商談中。 

Ｃ方式 
①１社 

②１社 
２社とも対応可 実績あり１社 

実績なし

１社 6,000食以上 

・事業者から、本市からの用地提供を

求められている。 

・民間調理場新設までの所要期間につ

いては、契約後１年半から２年必要。 

・契約年数は、最低 10年以上を希望。 

■参考（今後の予定）   ８月 24日 文教委員協議会 
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教育委員会協議会資料  
「（仮称）子どもの未来応援コーディネーター」 
の配置について  

学校教育部 児童生徒支援室  
１．政策等の背景・目的及び効果 

本市では、虐待や不登校、経済的困窮などの子どもやその家庭が抱え

る課題の解決に向けて、教育・生活・就労などを支援するさまざまな施

策に取り組んでいます。 

平成 28 年度に本市の子どもの生活実態や学習環境を把握するために

行った「子どもの生活に関する実態調査」の最終とりまとめでは、今後

の対応の考え方として、福祉と教育の連携など効率的･効果的に支援で

きる体制づくりに取り組むとしています。 

こうしたことから、課題を抱える子どもやその家庭に対して早期に適

切な支援が行えるよう、さまざまな主体がより連携を強化できる仕組み

づくりに取り組むことで、子どもの課題に対する支援の充実を図るもの

です。 

 

２．内容 
課題を抱える子どもやその家庭に対して早期に適切な支援が行えるよ

う、福祉と教育の連携を一層強化するため、コーディネーターを配置す

るものです。 

コーディネーターは、小中学校や子ども食堂のほか、子どもに関する

NPO 団体等の各機関の相談に応じ、福祉等の支援制度の情報提供や助言、

必要な支援機関へのつなぎなどを担います。配置については、子ども青

少年部と教育委員会学校教育部の両方に所属（兼務）する非常勤職員２

名を予定しています。  
３．実施時期（予定）   「（仮称）子どもの未来応援コーディネーター」の配置  平成 29 年 11 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・若者育成支援推進法 

 

６．事業費・財源及びコスト 
《事業費》240万円（９月補正予算を子ども青少年部（子ども青少年政 

策課）より計上予定） 

支出内訳 コーディネーターに係る人件費等 

                                             240万円（120万円×2人） 
《財 源》一般財源 240万円 

   ■参考（今後の予定）    平成29年 ８月 24日 文教委員協議会 
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教育委員会協議会参考資料 

案 件 
子どもの課題に対する支援策について 

子ども青少年政策課 
子ども総合相談センター 
教育委員会 児童生徒支援室 

 

１．政策等の背景・目的及び効果 
本市では、虐待や不登校、経済的困窮などの子どもやその家庭が抱える課題の解決

に向けて、教育・生活・就労などを支援するさまざまな施策に取り組んでいます。 

平成 28 年度に本市の子どもの生活実態や学習環境を把握するために行った「子ど

もの生活に関する実態調査」の最終とりまとめでは、課題を踏まえた今後の対応の考

え方として、課題を抱える子どもやその家庭に対して早期に適切な支援が行えるよう、

福祉と教育の連携をはじめ、さまざまな主体がより連携を強化し、効率的･効果的な

体制づくりに取り組むとしています。 

そのため、今後の専門相談員の充実に向けた取り組みや、関係機関等の連携を強化

する取り組みなどを行うことで、子どもの課題に対する支援の充実を図るものです。 

 

 

２．内容 
（１）子ども総合相談センターを「子ども家庭総合支援拠点」に位置付け 

子ども総合相談センターを、平成 29 年４月に施行された児童福祉法の改正によ

り設置努力義務が課された「子ども家庭総合支援拠点」として位置付けます。 

これにより、今後、支援拠点の運営にあたり、国の補助金の活用が可能となる

など、子どもに関する相談のさらなる充実をめざすものです。  
（２）「（仮称）子どもの未来応援コーディネーター」の配置 

課題を抱える子どもやその家庭に対して早期に適切な支援が行えるよう、福祉

と教育の連携を一層強化するため、コーディネーターを配置するものです。 

コーディネーターは、小中学校や子ども食堂のほか、子どもに関する NPO 団体

等の各機関の相談に応じ、福祉等の支援制度の情報提供や助言、必要な支援機関

へのつなぎなどを担います。配置については、子ども青少年部と教育委員会学校

教育部の両方に所属（兼務）する非常勤職員２名を予定しています。  
（３）「子ども・若者支援地域協議会」の設置 

「枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議」を、子ども・若者育成支援

-21-



 
推進法により設置努力義務が課された「子ども・若者支援地域協議会」に改編し

ます。 

同協議会は、ひきこもり、ニート支援に加えて、子どもの貧困や健全育成等の

課題にも対応していくとともに、法に基づき、構成するすべての関係機関に秘密

保持義務を課すなど、より実効性のある体制を整備するものです。  
３．実施時期（予定） 
（１） 

子ども総合相談センターを「子ども家庭総合支援拠点」に 
位置付け 

平成 29年９月 

（２） 「（仮称）子どもの未来応援コーディネーター」の配置 平成 29年 11月 

（３） 「子ども・若者支援地域協議会」の設置 平成 30年３月  
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 
児童福祉法 

子ども・若者育成支援推進法 

 

６．事業費・財源及びコスト 
（１）子ども総合相談センターを「子ども家庭総合支援拠点」に位置付け（補助金） 

《財 源》 

 

児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 8,998千円 

（９月補正予算計上予定）  
（２）「（仮称）子どもの未来応援コーディネーター」の配置 

《事業費》 

 

 

240万円（９月補正予算計上予定） 

支出内訳 コーディネーターに係る人件費等 

 240万円（120万円×2人） 

《財 源》 一般財源 240万円   
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教育委員会協議会資料  
就学援助費における小学校入学準備金の支給について  

学校教育部 学務課 

 

１．政策等の背景・目的及び効果 

就学援助については、国の「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就

学奨励費補助金交付要綱」に基づき、学齢児童生徒の保護者を対象としてきまし

たが、今回、平成29年３月31日付けで、国において「要保護児童生徒援助費補助

金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」の一部改正があり、援助を必要

とする時期に速やかな支給が行えるよう、小学校についても、入学する年度の開

始前に支給した「新入学児童生徒学用品費等」を国庫補助対象としました。 

これを受けて、本市においても、枚方市就学援助規則を改正し、翌年度に小学

校に入学する児童の保護者に対して、小学校入学準備金を支給するものです。  
２．内容 
（現行） 

児童生徒 支給費目 支給時期 備 考 

小学生 

新入学学用品費 第１学年の７月  

中学校入学準備金 第６学年の３月  

中学生 新入学学用品費 第１学年の７月 
中学校入学準備金

未受給者のみ支給  
（改正後） 

児童生徒 支給費目 支給時期 備 考 

翌年度小学校

入学予定児童 
小学校入学準備金 

小学校入学予定 

前年度の３月 
 

小学生 

新入学学用品費 第１学年の７月 
小学校入学準備金

未受給者のみ支給 

中学校入学準備金 第６学年の３月  

中学生 新入学学用品費 第１学年の７月 
中学校入学準備金

未受給者のみ支給   
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３．実施時期等 
   平成30年３月（予定） 

※平成30年度小学校入学予定者の保護者対象（約580人） 

※対象者への周知については、就学時健康診断通知書や就学通知書送付時にお

知らせ文を同封するとともに、広報ひらかたやホームページに掲載します。  
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 
   学校教育法 

   枚方市就学援助規則  
６．事業費・財源及びコスト 
 《事業費》 ２，５６８万円 

支出内訳 小学校入学準備金  ２，３３５万円 

            システム改修委託料   ２３３万円 

       ※システム改修委託料については、平成29年度９月補正予算計上予定 

 

 《財 源》  一般財源  ２，５６８万円    ■参考（今後の予定）     平成29年 ８月 24日 文教委員協議会 

 ９月  市議会（補正予算） 
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教育委員会協議会資料 
 

文化財行政の充実に向けた組織体制の構築について 
 

社会教育部 文化財課 
 

１．政策等の背景・目的及び効果 

   公益財団法人枚方市文化財研究調査会(昭和47年設立・同53年財団法人化・平

成24年から公益財団法人。以下「調査会」という。)は、これまで埋蔵文化財調

査だけでなく遺物復元整理や民俗文化財の収集整備、旧田中家鋳物民俗資料館の

運営業務のほか、文化財展示会や報告会などの啓発普及事業を実施し、市と役割

分担しながら文化財保護行政を補完する組織として、重要な役割を果たしてきま

した。 

   近年、埋蔵文化財発掘調査における土木工事部分を請け負う民間組織の台頭や、

考古学専攻学生の減少による人材不足など、文化財保護行政を取り巻く環境が変

化してきています。こうしたことから埋蔵文化財発掘調査の実施手法の見直しや、

市史編纂・資料館学芸員業務を含めた専門的業務体制の確立を図る観点から、調

査会と行政との役割を精査した上で、文化財行政の充実に向けた組織体制を構築

するものです。 

 

２．内容 

文化財行政全体の効率化を見据え、埋蔵文化財調査、民俗文化財収集と旧田

中家鋳物民俗資料館運営など調査会で実施している業務を、文化財課に一本化

します。あわせて、調査会と法人の解散に向けて協議・調整を行っていきます。 

業務統合により、一連の埋蔵文化財業務において、専門職員を機動的かつ

柔軟に配置することができるため、より一層の推進を図っていきます。 

また、資料館学芸員と文化財課職員とが協同して文化財調査を実施すること

で、埋蔵以外の文化財の保護と啓発普及活動についても推進していきます。 
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【文化財課】                【調査会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実施時期等    平成30年４月（予定）  

 

４．今後の取り組み 

市教育委員会と調査会において、適宜、協議・調整を進めます。 

埋蔵文化財事務 
 事業者対応・試掘立会 

史跡整備 

 国庫補助事務 

総務 
 埋蔵以外の文化財調査 

 資料館(鍵屋・旧田中家)関係 

 普及啓発 

 指定文化財関係 

市史資料室 
 歴史資料収集整理・保存利用 

 市史編纂 

【効果】 
埋蔵文化財関係 
 ・埋蔵文化財専門職員の機動的配置と育成 

事業者対応・事務処理、調査・遺物整理、報告書作成(過去分含む)といった

一連の業務を統合することにより、一時的な繁忙業務に専門職員を重点配置

するなど機動的に対応でき、専門業務の知識や技術の継承にもつながる。ま

た、専門職員が発掘調査だけでなく、史跡の保存・活用に携るほか、開発事

業との調整において適切な調査計画や費用の積算を行うことなどを通じ、総

合的な能力の育成にもつなげることができる。 

旧田中家鋳物民俗資料館関係 
 ・民俗文化財収集・調査の充実 

 資料館学芸員である民俗文化財専門職員と文化財課の埋蔵以外の文化財 

を担当する職員との協同作業が容易になるため、民俗を含む文化財調査 

を一層推進できる。 

埋蔵文化財調査 
 発掘調査 

出土遺物整理・保存管理 

 調査報告書作成 

 普及啓発 

旧田中家鋳物民俗資料館 
 案内・説明 

 展示資料の維持管理 

企画展示 

 寺子屋講座・出前講座 

 民俗文化財収集・整理 

 体験工房運営 

業務統合 
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教育委員会協議会資料 

 

 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

平成28年度の進捗状況について 

 

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３月に策定した「枚方市立図書館第３次グランドビジョン」は、平成 28

年度から平成 32 年度を目途とする市立図書館の運営に係る中期的なビジョンで、そ

の進捗状況について、経年的に管理・評価を行うことにより、その結果を踏まえて図

書館運営の改善を図ろうとするものです。 

 

２．内容 
進捗状況の管理・評価にあたっては、貸出冊数等定量的な評価とともに市民満足度

など定性的な評価も行い、その内容については社会教育委員会議に報告することとし

ています。このたび社会教育委員会議に報告し、意見を伺いましたので、第３次グラ

ンドビジョンの平成 28年度進捗状況について報告を行うものです（別紙のとおり）。 

 

３．総合計画等における根拠・位置付け 
 ①総合計画 

（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 

 

４．関係法令・条例等 
図書館法第７条の３（運営の状況に関する評価等） 

 

５．資料 

（１）（別添１）枚方市立図書館第３次グランドビジョン「重点施策」進捗状況表 

（２）（別添２）枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

（３）（別添３）「図書館サービスに関する窓口アンケート」の集計結果について 

（４）（別添４）平成 28年度図書館主要行事実績一覧 
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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伴う代替サービス等について  
社会教育部 中央図書館  

１．政策等の背景・目的及び効果 
香里ケ丘地域の活性化に向け、香里ケ丘図書館の建替えと隣接する香里ケ丘

中央公園の再整備を一体的に進めるため、プロポーザル方式により設計事業者

の選定手続きを進めてきました。選定に当たりましては、公正な審査実施のた

め本市の都市計画や建築・図書館の制度を熟知する学識経験者等で構成する

「香里ケ丘図書館設計事業者選定審査会」で審査し、その結果をこのたび答申

として受けましたので報告します。 

また、香里ケ丘図書館は４月からの工事着工の前に、約９万冊の蔵書等を一

時的に仮移転するため３月から休館し引越作業等を行うことから、今後予定す

る工事期間中の代替サービスについても、あわせて報告します。 

 

２．内容 
（１）選定審査会答申 

①最優秀提案者 株式会社日立建設設計 西日本支社（提案書番号Ｃ－１） 

②優秀提案者  株式会社徳岡設計（提案書番号Ｂ－１） 

 

（２）香里ケ丘図書館の休館について 

現在の香里ケ丘図書館は平成30年３月１日から休館 

（隣接集会室も同様） 

３月中は、４月から予定している解体工事着工前に蔵書点検作業及び蔵

書等の移転作業を実施 

 

（３）香里ケ丘図書館休館中の代替サービス 

① 平成30年３月１日～25日 

香里ケ丘図書館入口 

 予約図書の貸出・返却、予約・リクエストの受付、資料検索 

 利用者登録・更新など 

② 平成30年４月１日～平成32年度夏頃 

南部生涯学習市民センター１階 自動販売機コーナー 

（自動販売機はロビー等に移設する） 

 予約図書の貸出・返却、予約・リクエストの受付、資料検索 

 利用者登録・更新など 

③ 平成30年３月１日～平成32年度夏頃 

 香里ケ丘中央公園（予定）への自動車文庫の巡回 

（２週間に１回の巡回） 
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  （４）建替え後の香里ケ丘図書館集会室について 

香里ケ丘図書館建替え基本計画では、図書館内に３室の集会室（合計

面積210㎡程度）の設置を予定しています。 

主におはなし会や読書会など図書館の集会室として活用しますが、条

例等で定めた上で生涯学習市民センター等に準じ有料で市民への一般利

用にも供していく予定です。 

 

※ 香里ケ丘図書館の建替えに伴い、隣接する集会所も解体する予定で、香里ケ

丘集会所管理委員会が行う管理運営については、平成 30 年２月末をもって

使用承認を終了する予定です。（別途、総務委員協議会において報告）。 
 

３．実施時期等（今後の予定） 
平成29年 11月頃 市民説明会（図書館と公園整備のあり方等） 

平成30年 3月 1日

から 

香里ケ丘図書館休館 

  香里ケ丘図書館入口及び自動車文庫での代替サービス 

 4月から 工事着工（解体工事、公園法面工事、建替え工事） 

南部生涯学習市民センター及び自動車文庫での代替サー

ビス 

平成31年 6月 図書館条例の一部改正議案提出 

平成32年 3月31日 工事完了 

 4月から 開館準備、備品購入･搬入 

 夏頃 開館 

 

 

南部生涯学習 
市民センター 

テ
ラ
ス 
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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．事業費・財源及びコスト 
≪事業費≫17,464千円  

支出内訳 各種委託料 16,566千円 

 諸経費 898千円 

 
※各種委託料の内、家屋調査委託料については 

平成29年度９月補正予算計上予定 

≪財源≫   

 一般財源 13,814千円 

 社会資本整備総合交付金 3,650千円 

 

７．資料 
別添１「香里ケ丘図書館設計事業者の選定について(答申)」 

別添２「香里ケ丘図書館建替工事設計業務に係るプロポーザル  

審査結果報告書」 

    参考資料「技術提案書（最優秀提案者）」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考（今後の予定） 
平成 29年 8月 24日 文教委員協議会 
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別添１ 
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香里ケ丘図書館建替工事設計業務 

に係るプロポーザル 

 

 

審査結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 8月 

 

香里ケ丘図書館設計事業者選定審査会 

 

 

別添２の審査結果報告書につきまして、経過、概要、講評、結

果を添付する予定でありますが、現在、審査会の各委員と調整

中であり、後日配布させていただく予定です。 
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