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教育委員会協議会案件 
 
 
 

就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン（素案）に 

ついて 

総合教育部 教育政策課 

学校教育部 教育指導課 
 

 
１．政策等の背景・目的及び効果 

本市における就学前児童数は、全国的に少子化が進む中、減少傾向にあり、特に公 

立幼稚園では大幅に定員を割り込む状況が続いています。その一方で、保育所等では待

機児童が発生し、その後も当面増えることが見込まれる保育需要に対応するため、更な

る待機児童対策が必要となっています。 

 このような中、本市では、幼保連携の考え方のもと、喫緊の課題である待機児童対策

など子育て施策を推進するとともに、今後の保育需要の減少時期も見据えた公立施設の

あり方を示すため、「就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン」（以下、「プ

ラン」という。）の作成を進めているところです。平成 30 年８月３日に開催した「社会

福祉審議会子ども・子育て専門分科会」や幼児教育に関する有識者から、プランに対し

てご意見をいただきましたので、そのご意見を踏まえ作成したプラン素案についてお示

しするものです。                 

 
２．内容 

（１）プランの期間 

プランの期間は 10 年間とし、保育需要が増加傾向にあり待機児童対策を踏まえ 

た取り組みを進める前期（平成 31 年度～平成 35 年度）と、少子化による保育需要 

の減少を視野に入れた取り組みを進める後期（平成 36 年度～平成 40 年度）に区分 

します。 

 

（２）プランの基本的な考え方 

① 子育て家庭のさまざまなニーズに合わせて、子どもが安心して教育・保育を受け 

られる環境づくりを推進する。 

② 少子化が進む中、公立施設の役割を明確にし、公立幼稚園・公立保育所のあり方 

を整理する。 

③ 公立幼稚園と公立保育所の需給バランスや保育需要の見込みを踏まえ、公立施設 

の整理・集約を進める。 

④ 公立施設の整理・集約により生み出した財源等を活用し、教育・保育の提供や在 

宅での子育て支援の充実を図る。 
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（３）推進する取り組み 

・公立幼稚園における３歳児保育の実施と「枚方版子ども園」の開設 

・認定こども園化も視野に入れた教育・保育サービスの充実 

・公立施設の役割と整理・集約 

・公立幼稚園の閉園と有効活用 

・公立保育所の民営化 

・在宅での子育て支援の推進 
 

 
３．実施時期（予定） 

 

平成 30 年 10 月 パブリックコメントの実施 

平成 30 年 11 月 文教・厚生委員協議会でプラン（案）の説明 

プランの作成、推進 
 
 

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 
 

 
子ども・子育て支援事業計画 

施策目標１ 子どもの生きる力を育む環境の整備 

１－（１） 幼児期の教育・保育の質の向上 
 

 
５．関係法令・条例等 

子ども・子育て支援法 

児童福祉法 

教育基本法 

学校教育法 

枚方市立幼稚園条例 

 
 

６．その他 

資料１ 就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン（素案） 

～公立施設の今後のあり方について～ 

資料２ 社会福祉審議会 子ども・子育て専門分科会等における主な意見と市の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■参考（今後の予定） 

 平成 30年 ９月  ７日 文教委員協議会 
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教育委員会協議会案件 

公立幼稚園における３歳児保育の実施及び預かり保育の拡充

について 
総合教育部 教育政策課 

学校教育部 教育指導課 

 

１．政策等の背景・目的及び効果 

平成 30 年度から全面実施されている「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼

保連携型認定こども園教育・保育要領」において、就学前の子ども（３～５歳児）に

対する共通の教育目標が示され、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として小

学校教育でもこの姿を踏まえた教育課程の工夫が求められています。このように、幼

児教育が重要とされる中、教育内容の充実を図るため、公立幼稚園において、従来か

らの４・５歳児に加えて、平成 31年度から新たに３歳児保育を実施するものです 

また、３～５歳児の教育時間の前後に預かり保育（午前７時～９時・午後２時～７

時）を実施し、就労を希望される保護者のニーズに応えます。 

なお、喫緊の課題である待機児童対策として、枚方・高陵・蹉跎・田口山幼稚園の

４園において、小規模保育事業が実施されます。 

 

２．内容 

（１）３歳児保育 

  ① 実施園 

 公立幼稚園６園（枚方・高陵・蹉跎・田口山・香里・樟葉幼稚園） 

② 定員 

      ２５人 

 

（２）預かり保育（３歳～５歳児） 

① 実施園 

   公立幼稚園６園（枚方・高陵・蹉跎・田口山・香里・樟葉幼稚園） 

② 実施時間 

   平日 午前７時～９時 

      午後２時～７時 

   土曜日及び三季休業中 

      午前７時～午後７時 

③ 保育料 

   午前７時～午後５時  １時間当り１００円 

   午後５時～午後７時  １時間当り１５０円 

減免等の詳細については別途、定めることとします。 
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（３）各園の定員の見直し（４歳～５歳児） 

  ① 実施園 

 公立幼稚園６園（枚方・高陵・蹉跎・田口山・香里・樟葉幼稚園） 

② 定員 

４歳児 ３５人 

５歳児 ３５人 

 

３．実施時期 

平成 30年 ９月 「枚方市立幼稚園条例の一部改正」の議案を市議会へ提出 
（３歳児保育及び預かり保育の実施に伴うもの） 

平成 31年 ４月 ３歳児保育及び預かり保育の拡充の実施 

 

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 

教育基本法 

学校教育法 

枚方市立幼稚園条例 

 

６．事業費・財源及びコスト 

《事業費》工事請負費 31,000千円（平成30年度９月補正予算に計上予定） 

（現年10,000千円、債務負担21,000千円） 

《財 源》 一般財源  31,000千円 

 

 

■参考（今後の予定） 

    平成３０年９月 ７日 文教委員協議会 

         ９月２１日 定例月議会 
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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 

 

総合教育部 まなび舎整備室 

 

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）留守家庭児童会室建設に伴う空調設備の新設 

香陽小学校留守家庭児童会室建設に伴い、空調設備を新設するものです。 

施 設 場  所  

小学校 香陽小学校 留守家庭児童会室（１室）増設 

（別添「位置図」参照） 

 

（２）留守家庭児童会室の空調設備の更新 

留守家庭児童会室における学習環境整備ＰＦＩ事業実施前に設置した空調設

備を更新するものです。 

（別添「位置図」参照） 
 

 

 

施 設 場 所 

小学校 

（10校） 

①  樟葉小学校 

②  菅原小学校 

③  枚方第二小学校 

④  山之上小学校 

⑤  中宮北小学校 

⑥  春日小学校 

⑦  西長尾小学校 

⑧  樟葉北小学校 

⑨  小倉小学校 

⑩  牧野小学校 

留守家庭児童会室（２室）更新 

留守家庭児童会室（２室）更新 

留守家庭児童会室（１室）更新 

留守家庭児童会室（２室）更新 

留守家庭児童会室（１室）更新 

留守家庭児童会室（２室）更新 

留守家庭児童会室（１室）更新 

留守家庭児童会室（１室）更新 

留守家庭児童会室（１室）更新 

留守家庭児童会室（１室）更新 
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３．実施時期等 

  本契約締結日（変更契約日）～平成３１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）

なお、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 30 年９月 ７日 文教委員協議会 

※ ９月定例月議会には、財務部から議案提出 
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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

留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室

（１）留守家庭児童会室建築に（１）留守家庭児童会室建築に（１）留守家庭児童会室建築に（１）留守家庭児童会室建築に（１）留守家庭児童会室建築に（１）留守家庭児童会室建築に（１）留守家庭児童会室建築に

伴う空調設備の新設】伴う空調設備の新設】伴う空調設備の新設】伴う空調設備の新設】伴う空調設備の新設】伴う空調設備の新設】伴う空調設備の新設】

香陽小学校：枚方市香里ヶ丘１１－３６－１香陽小学校：枚方市香里ヶ丘１１－３６－１香陽小学校：枚方市香里ヶ丘１１－３６－１香陽小学校：枚方市香里ヶ丘１１－３６－１香陽小学校：枚方市香里ヶ丘１１－３６－１香陽小学校：枚方市香里ヶ丘１１－３６－１香陽小学校：枚方市香里ヶ丘１１－３６－１

（２）【留守家庭児童会室の（２）【留守家庭児童会室の（２）【留守家庭児童会室の（２）【留守家庭児童会室の（２）【留守家庭児童会室の（２）【留守家庭児童会室の(2)-①【留守家庭児童会室の

空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室

樟葉小学校：枚方市南楠葉２－４０－６樟葉小学校：枚方市南楠葉２－４０－６樟葉小学校：枚方市南楠葉２－４０－６樟葉小学校：枚方市南楠葉２－４０－６樟葉小学校：枚方市南楠葉２－４０－６樟葉小学校：枚方市南楠葉２－４０－６樟葉小学校：枚方市南楠葉２－４０－６

樟葉小学校樟葉小学校樟葉小学校樟葉小学校樟葉小学校樟葉小学校樟葉小学校

香陽小学校香陽小学校香陽小学校香陽小学校香陽小学校香陽小学校香陽小学校
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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

（３）【留守家庭児童会室の（３）【留守家庭児童会室の（３）【留守家庭児童会室の（３）【留守家庭児童会室の（３）【留守家庭児童会室の（３）【留守家庭児童会室の(2)-②【留守家庭児童会室の

空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室

（４）【留守家庭児童会室の（４）【留守家庭児童会室の（４）【留守家庭児童会室の（４）【留守家庭児童会室の（４）【留守家庭児童会室の（４）【留守家庭児童会室の(2)-③【留守家庭児童会室の

空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室

菅原小学校：枚方市藤阪中町１３－１菅原小学校：枚方市藤阪中町１３－１菅原小学校：枚方市藤阪中町１３－１菅原小学校：枚方市藤阪中町１３－１菅原小学校：枚方市藤阪中町１３－１菅原小学校：枚方市藤阪中町１３－１菅原小学校：枚方市藤阪中町１３－１

枚方第二小学校：枚方市田宮本町１１－１枚方第二小学校：枚方市田宮本町１１－１枚方第二小学校：枚方市田宮本町１１－１枚方第二小学校：枚方市田宮本町１１－１枚方第二小学校：枚方市田宮本町１１－１枚方第二小学校：枚方市田宮本町１１－１枚方第二小学校：枚方市田宮本町１１－１

菅原小学校菅原小学校菅原小学校菅原小学校菅原小学校菅原小学校菅原小学校

枚方第二小学校枚方第二小学校枚方第二小学校枚方第二小学校枚方第二小学校枚方第二小学校枚方第二小学校
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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

（５）【留守家庭児童会室の（５）【留守家庭児童会室の（５）【留守家庭児童会室の（５）【留守家庭児童会室の（５）【留守家庭児童会室の（５）【留守家庭児童会室の(2)-④【留守家庭児童会室の
空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室

山之上小学校：枚方市山之上１－３２－１山之上小学校：枚方市山之上１－３２－１山之上小学校：枚方市山之上１－３２－１山之上小学校：枚方市山之上１－３２－１山之上小学校：枚方市山之上１－３２－１山之上小学校：枚方市山之上１－３２－１山之上小学校：枚方市山之上１－３２－１

（６）【留守家庭児童会室の（６）【留守家庭児童会室の（６）【留守家庭児童会室の（６）【留守家庭児童会室の（６）【留守家庭児童会室の（６）【留守家庭児童会室の(2)-⑤【留守家庭児童会室の
空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守糧児童会室　１室留守糧児童会室　１室留守糧児童会室　１室留守糧児童会室　１室留守糧児童会室　１室留守糧児童会室　１室留守家庭児童会室　１室

中宮北小学校：枚方市中宮北町４－１中宮北小学校：枚方市中宮北町４－１中宮北小学校：枚方市中宮北町４－１中宮北小学校：枚方市中宮北町４－１中宮北小学校：枚方市中宮北町４－１中宮北小学校：枚方市中宮北町４－１中宮北小学校：枚方市中宮北町４－１

山之上小学校山之上小学校山之上小学校山之上小学校山之上小学校山之上小学校山之上小学校

中宮北小学校中宮北小学校中宮北小学校中宮北小学校中宮北小学校中宮北小学校中宮北小学校
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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

2

2

22

22

2

38.7

38.7

38.738.7

38.738.7

38.7

春日小学校歩道橋

春日小学校歩道橋

春日小学校歩道橋春日小学校歩道橋

春日小学校歩道橋春日小学校歩道橋

春日小学校歩道橋

（７）【留守家庭児童会室の（７）【留守家庭児童会室の（７）【留守家庭児童会室の（７）【留守家庭児童会室の（７）【留守家庭児童会室の（７）【留守家庭児童会室の(2)-⑥【留守家庭児童会室の
空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室留守家庭児童会室　２室

春日小学校：枚方市高田２－１５－１０春日小学校：枚方市高田２－１５－１０春日小学校：枚方市高田２－１５－１０春日小学校：枚方市高田２－１５－１０春日小学校：枚方市高田２－１５－１０春日小学校：枚方市高田２－１５－１０春日小学校：枚方市高田２－１５－１０

（８）【留守家庭児童会室の（８）【留守家庭児童会室の（８）【留守家庭児童会室の（８）【留守家庭児童会室の（８）【留守家庭児童会室の（８）【留守家庭児童会室の(2)-⑦【留守家庭児童会室の

空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室

春日小学校春日小学校春日小学校春日小学校春日小学校春日小学校春日小学校

西長尾小学校西長尾小学校西長尾小学校西長尾小学校西長尾小学校西長尾小学校西長尾小学校

西長尾小学校：枚方市長尾西町２－４５－１西長尾小学校：枚方市長尾西町２－４５－１西長尾小学校：枚方市長尾西町２－４５－１西長尾小学校：枚方市長尾西町２－４５－１西長尾小学校：枚方市長尾西町２－４５－１西長尾小学校：枚方市長尾西町２－４５－１西長尾小学校：枚方市長尾西町２－４５－１
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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

（９）【留守家庭児童会室の（９）【留守家庭児童会室の（９）【留守家庭児童会室の（９）【留守家庭児童会室の（９）【留守家庭児童会室の（９）【留守家庭児童会室の(2)-⑧【留守家庭児童会室の

空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室

（10）【留守家庭児童会室の（10）【留守家庭児童会室の（10）【留守家庭児童会室の（10）【留守家庭児童会室の（10）【留守家庭児童会室の（10）【留守家庭児童会室の(2)-⑨【留守家庭児童会室の

空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】
留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室

樟葉北小学校樟葉北小学校樟葉北小学校樟葉北小学校樟葉北小学校樟葉北小学校樟葉北小学校

樟葉北小学校：枚方市楠葉野田３－１３－１樟葉北小学校：枚方市楠葉野田３－１３－１樟葉北小学校：枚方市楠葉野田３－１３－１樟葉北小学校：枚方市楠葉野田３－１３－１樟葉北小学校：枚方市楠葉野田３－１３－１樟葉北小学校：枚方市楠葉野田３－１３－１樟葉北小学校：枚方市楠葉野田３－１３－１

小倉小学校：枚方市小倉町２９－１小倉小学校：枚方市小倉町２９－１小倉小学校：枚方市小倉町２９－１小倉小学校：枚方市小倉町２９－１小倉小学校：枚方市小倉町２９－１小倉小学校：枚方市小倉町２９－１小倉小学校：枚方市小倉町２９－１

小倉小学校小倉小学校小倉小学校小倉小学校小倉小学校小倉小学校小倉小学校
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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

空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】空調設備の更新】

留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室留守家庭児童会室　１室

牧野小学校：枚方市上島東町４－１８牧野小学校：枚方市上島東町４－１８牧野小学校：枚方市上島東町４－１８牧野小学校：枚方市上島東町４－１８牧野小学校：枚方市上島東町４－１８牧野小学校：枚方市上島東町４－１８牧野小学校：枚方市上島東町４－１８

牧野小学校牧野小学校牧野小学校牧野小学校牧野小学校牧野小学校牧野小学校

（11）【留守家庭児童会室の（11）【留守家庭児童会室の（11）【留守家庭児童会室の（11）【留守家庭児童会室の（11）【留守家庭児童会室の（11）【留守家庭児童会室の(2)-⑩【留守家庭児童会室の
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教育委員会協議会資料 
 

中学校給食の全員喫食に向けた実施手法等について 
 

総合教育部  おいしい給食課 

 

１．政策等の背景・目的及び効果 

中学校給食の全員喫食の実現に向けては、これまでに市議会での一般質問にお

いて「全部民間調理場活用方式」や「全部第一共調活用方式」など様々なご意見

をいただいているところです。 

今回、平成 30 年２月の文教委員協議会において、平成 30 年度末を目途に取り

組み内容をお示しするとしたことを踏まえ、現時点までに考えました中学校給食

全員喫食の実施に向けた新しい手法と、その比較検討項目についての案を報告す

るものです。 

 

２．内容 

（１）中学校給食全員喫食の５つの新しい手法案 

 手法 配 送 説 明 

１ 

民間調理場活用方式 保温カート 

 

 

 

民間調理場を市内及び近隣市で民間事

業者が新たに整備し、保温カートを用い

て各校に配送する。 

（ランチボックス形式） 

（※従来示した方式） 

２ 

中学校向け調理場新設方式 保温カート 第三共同調理場跡地に中学校向け調理

場を新設する。 

（ランチボックス形式） 

３ 

小中親子、食缶ランチボックス 

併用方式 

 小学校の大おかず（食缶）＋第一共同調

理場で盛付けする小おかずの混合献立

にする 

（ランチボックス・食缶併用） 

４ 

第一共同調理場部分改修方式 

 

 

 

保温カート 第一共同調理場の小学校エリアを中学

校のランチボックス方式に変更して中

学校分の調理を行う。 

（ランチボックス形式） 

（※小学校分は、他の共調等で調理） 

第一共調 民間調理場 

＋ 
6,000 食 中学校 6,000 食 

 

第一共調 

 

＋

 

新 設 

6,000 食 

 

第一共調 

小おかず ＋

 

6,000 食 

 

小中親子調理場 

大おかず 

 

中学校 

中学校 

全中学校エリア 

6,000 食 

小学校エリア 

第一共調 

中学校 

食 缶 

保温カート 

－13－



 

５ 

第一共同調理場最大活用方式 保温カート 大規模な施設改修を伴わないもので、機

器の購入と運用の見直しで食数増加を

図る。      

（ランチボックス形式） 

（※不足分は、民間調理場を活用） 

 

（２）比較検討項目の設定について 

     それぞれの手法のメリット・デメリット等を検証するために、項目を設けて

比較検討します。 

比較検討項目案 

項目１ 費用 
①初期費用 

②ランニングコスト 

項目２ 実施までに要する期間 
①工事期間 

②最短実施開始時期 

項目３ 
現在の中学校給食導入にあたって

検討してきた内容との整合性 

①調理後二時間以内の喫食 

②保温性能 

③食育の取り組み 

項目４ その他比較事項 

①継続性(安定的運営) 

②競争性確保 

③小学校給食への影響 

④中学校給食運営への影響 

⑤献立への影響 

  

（３）今後の進め方 

上記（１）の５つの手法について、（２）の４つの比較検討項目を用いて調査・

検討し、効果的・効率的で実現性の高いものについて平成 30 年度末を目途に全

員喫食の実現に向けての手法を報告します。 

 

 ３．全国学校給食甲子園への参加 

  「おいしさ・品質日本一」を目標に掲げ、子どもたちが「枚方の給食を食べ

たい」と思うおいしい給食の取組みとして、枚方市立小中学校及び学校給食共

同調理場に対し、『全国学校給食甲子園』への参加を募り応募しています。  

≪参加によって目指すところ≫ 

①食育の重要な役割を担う学校給食の充実 

②献立内容の工夫や地場産物の活かし方、調理技術や衛生管理の改善・向上 

③栄養教諭・学校栄養職員と調理員、学校全体の食育等に対する意識の向上 

 

6,000 食 
6,000 食 

3,000 食 

 

第一共調 

中学校 
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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 

学校給食法 

枚方市立学校給食共同調理場設置条例 

 

 
■参考（今後の予定） 

平成 30 年９月７日 文教委員協議会 

 

全国学校給食甲子園とは・・・ 

食育の重要な役割を担う学校給食の充実を図るとともに、献立内容の工夫や地場産物の活かし方、調理技術

や衛生管理の改善・向上につながるものとして、平成 18 年から実施されており、平成 30 年は第 13 回大会の開

催となります。全国の学校給食で提供されている献立を競う大会を通じ、食育を啓発しながら地産池消の奨励を

目的としています。 

 

【目的】 

 募集テーマ 「地場産物を活かした我が校の自慢料理」 

 応募資格 学校給食を調理している学校および学校給食センターに勤務する栄養教諭・学校栄

養職員（決勝大会出場者は、上記職員と調理員の２名） 

 応募ルール(抜粋) ・決勝大会実施日までに学校給食として提供したもの 

・栄養量や分量が適正であること 

・調理過程・衛生管理は学校給食衛生管理基準に従うこと 

・子どもが喜び郷土愛を育む献立   等 

 

【大会関連団体】 （主催団体） 特定非営利活動法人 21 世紀構想研究会 

（後援） 文部科学省、農林水産省、公益社団法人全国学校栄養士協議会  

 公益社団法人日本医師会 等 

  

第1次選考から第4次選考(書類審査)→→→全国の応募から合計12校(施設)を選定、決勝大会へ 

 

※昨年の実績：全国応募総数 2025 作品、大阪府応募数５作品 
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教育委員会協議会資料 
 

枚方市立総合スポーツセンター使用料に関する規則等 

の廃止について 
 

社会教育部 スポーツ振興課 

  

１．概要等 

枚方市立総合スポーツセンター、枚方市立市民体育館及び枚方市立伊加賀 

スポーツセンターの指定管理者更新にあたり、事業者の参入意欲を高めると 

ともに利用者増につなげるなど、より適正な管理運営を目指すため、利用料金

制を導入します。 

これにより、利用料金に関する規定を「枚方市立総合スポーツセンター条例

施行規則等」に新たに設けたため、枚方市規則「枚方市立総合スポーツセンタ

ー使用料に関する規則等」を廃止するものです。 

    

２．廃止内容等 

廃止内容については、別紙のとおり 

 

３．施行日 

平成31年４月1日から施行 

－16－



枚方市規則第 50 号 

 

   枚方市立総合スポーツセンター使用料に関する規則等を廃止する規則 

 

 次に掲げる規則は、廃止する。 

 ⑴ 枚方市立総合スポーツセンター使用料に関する規則（昭和58年枚方市規則第20号） 

 ⑵ 枚方市立市民体育館使用料に関する規則（平成９年枚方市規則第42号） 

 ⑶ 枚方市立伊加賀スポーツセンター使用料に関する規則（平成22年枚方市規則第50号） 

 

   附 則［平成30年8月9日公布］ 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による廃止前の枚方市立総合スポーツセンター使用料に関する規則、枚方市立市民体

育館使用料に関する規則又は枚方市立伊加賀スポーツセンター使用料に関する規則の規定により

納付された使用料（この規則の施行の日前における使用に係るものに限る。）については、なお

従前の例による。 
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