
案 件

1 幼児教育・保育の無償化について

2 損害賠償事件（公用自動車による事故）について

3 叙位・叙勲について

4 成年年齢引下げに伴う成人祭の対応について

5 市立枚方宿鍵屋資料館の指定管理について

6 市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則の一部改正について

7 特別史跡百済寺跡再整備事業について

8 建替え後の香里ケ丘図書館及びみどりの広場への指定管理について

○開催日 令和元年（２０１９年）５月２９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 

幼児教育・保育の無償化について

総合教育部 教育政策課 

１．政策等の背景・目的及び効果 

本年５月10日に改正子ども・子育て支援法が成立し、少子化対策として子育て世帯の

経済的負担軽減を図るため、本年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。

現時点で明らかになっている無償化の内容と、これまで実施してきた本市独自の負担軽

減策も含めた今後の方針をお示しするものです。 

２． 内容 

（１）保育料の取扱いについて

保育所、認定こども園、市立幼稚園等の保育料については、保護者の住民税課税額に

応じ決定し、負担していただいていますが、令和元年(2019年)10月から３歳から５歳ま

での子どもの保育料が無償となります。（住民税非課税世帯の０歳から２歳までの子ど

もの保育所等の保育料についても、無償となります。） 

＜令和元年（2019年）10月からの各施設における保育料＞ 

対象年齢 

対象施設 

３歳児～５歳児 ０歳児～２歳児 

幼稚園 

旧制度※ 
無償 

（月額上限25,700円） 

新制度（１号認定）※ 

市立幼稚園 
無償 

認定こども園 

教育利用（１号認定） 

保育利用 

（２号・３号認定） 

無償 

有償 

（住民税非課税世帯の

子どもは無償） 
保育所 

２号・３号認定 
小規模保育施設 

認可外保育施設 
無償 

（月額上限37,000円） 

有償 

（住民税非課税世帯の

子どもは月額42,000円

を上限に無償） 

※平成27年４月から幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める

「子ども・子育て支援新制度」が施行されており、この制度に移行した幼稚園を新制度の幼稚

園、移行していない幼稚園を旧制度の幼稚園としています。新制度の幼稚園に入園したい子ど

もは１号認定を、保育所等に入所したい子どもは２号又は３号認定を受ける必要があります。

（平成31年４月時点で市立幼稚園７園と私立幼稚園１園が新制度の幼稚園）
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＜その他無償となるもの＞ 

・障害児通園施設利用料も無償(保育所等と同様の内容)。

・一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料。

・幼稚園在園児は、預かり保育と認可外保育施設などの併用が可能で、その利用料

についても上限額の範囲内において、無償化の対象。

（２）市立幼稚園における預かり保育の使用料の取扱いについて

現在、市立幼稚園における預かり保育の使用料については、１時間当たり100円(17時

以降は150円/時間)で、日額1,300円を上限としています。さらに、一月の保護者負担は、

保育料と預かり保育使用料の合算額が同じ所得区分の保育所保育料額を超えないよう、

超える部分については免除しています。 

本年10月からは、法改正の趣旨を踏まえ、下表のとおり保育認定の有無により、使用

料の取扱いを区分します。 

＜幼児教育・保育の無償化後における幼稚園保育料と預かり保育の使用料＞ 

【国制度】   【国制度】 

無償 

(25,700円) 
有償 無償 

(25,700円) 

無償 

(11,300円) 
有償 

【枚方市立幼稚園】   【枚方市立幼稚園】 

  国制度どおり 

 

 
無償 

無償 

(11,300円) 
無償 

（３）給食費（副食費）の取扱いについて

現在、保育所等の給食費（副食費）については、保育料に含めて徴収していますが、

本年10月からは、保育料に含まれていた給食費が無償化の対象外とされ、実費徴収され

ることになります。年収360万円未満相当の世帯では、給食費の実費徴収額がこれまで

の保育料よりも高くなることや、国基準の第３子以降の子どもの保育料が無料から給食

費が実費負担となるため、いずれについても国は給食費を免除することとしており、 

本市においても同様の取り扱いとします。 

また、本市では、多子世帯の負担軽減を図るため、市独自のカウント方法により第３

子以降（市基準）の保育料無料化を国制度に上乗せして実施しており、市基準の第３子

以降についても引き続き無料の取扱いとするため、給食費を免除することとします。 

幼稚園保育料 幼稚園保育料

幼稚園保育料

預かり保育料 預かり保育料

預かり保育料

保育所保育料（平均 37,000円） 

※ただし、無償化前より在籍する子ども

の預かり保育料については、経過措置と

して今年度に限り現行どおりとします。

認定なし 認定あり 
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３．実施時期（予定） 

令和元年(2019 年)10月分の保育料から無償化 

＜今後のスケジュール＞

時  期 内 容

平成３１年 ３月 私立幼稚園等への説明会を開催

令和元年５～６月
(2019 年)

認可外保育施設等への説明会を開催

６月 
文教・厚生委員協議会で報告

関係条例等の一部改正

７月～ 広報や施設を通じて保護者へ周知

７～９月 保護者から無償化のための申請受付

10月 幼児教育・保育の無償化実施

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 

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 

子ども・子育て支援法、保育の実施等に関する条例、枚方市立幼稚園条例、 

枚方市幼稚園等の利用者負担額等に関する規則、 

枚方市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則 

６．事業費・財源及びコスト 

＜軽減対象額（当初予算措置済）＞ 

現年度分 1,212,527千円 

（歳入）保育料減額分 現年度分▲397,581千円 

（歳出）教育・保育給付等 現年度分 814,946千円 

※このほか初年度にシステム改修委託料等  40,640千円

《財源》現年度 初年度のみ地方特例交付金として全額国費負担 

令和２年度(2020年度)以降 負担割合 国１/２、府１/４、市１/４ 

 市負担分は、年額約７.５億円程度（認可外保育施設分を含む） 

※市負担分に対し、別途、地方交付税等の措置あり

＜給食の免除に係る経費＞ 

・第３子以降保育料無料(給食費（副食費））に要する経費

市独自の第３子以降無料化分  19,143千円 

（６月定例月議会補正予算計上予定） 

国基準に基づく免除分（当初予算措置済み） 

14,117千円（今年度は国が負担） 
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教育委員会協議会資料 

損害賠償事件（公用自動車による事故）について 

総合教育部 おいしい給食課 

１．概要 

  学校給食配送中に起こった公用自動車事故の損害賠償事件について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したものです。 

  ２．賠償の額 

253,368円 

 ３．賠償の相手方 

枚方市在住者 

４．賠償事件の内容 

平成31年２月22日午前11時10分ごろ、本市総合教育部おいしい給食課職員文田好

治が公用車（給食配送普通貨物車・大阪１００せ３２６７）を運転し、甲斐田町１

番33号地付近において対向車とすれ違うため後退した際、枚方市在住者所有の店舗

兼住宅駐輪場の屋根に接触し、同屋根が損傷した事故である。 

５．現場見取図 

次ページのとおり 
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専決第５号

損害賠償の額を定めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により損害賠償の額の決定及び和解につ

いて、次のとおり専決処分をする。 

平成３１年４月２２日専決 

枚方市長  伏 見  隆 

記 

１．賠 償 の 額       金 ２５３，３６８円 

２．賠償の相手方       枚方市在住者 

３．賠償事件の内容    平成３１年２月２２日午前１１時１０分ごろ、本市総合教育部おいしい給食課

職員文田好治が公用車（給食配送普通貨物車・大阪１００せ３２６７）を運転し、甲斐田

町１番３３号地付近において対向車とすれ違うため後退した際、枚方市在住者所有の店舗

兼住宅駐輪場の屋根に接触し、同屋根が損傷した事故である。 

４．和 解 の 内 容
⑴ 本市は、相手方に自己責任額金２５３，３６８円を支払う。

⑵ 今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議、請求の申し立てをしないことを誓

約する。
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専決第５号参考資料

現 場 見 取 図

公用車

小学校

店舗兼住宅
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教育委員会協議会資料 

叙位・叙勲について 

学校教育部 教職員課 

１．概要 

元枚方市立中学校長について、内閣総理大臣からその功労に対し叙勲が行わ

れましたので、報告するものです。 

２．内容 

○叙勲

瑞宝双光章 

元 枚方市立杉中学校長  常盤井 充洋 氏 

３．その他 

伝達済みです。 
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教育委員会協議会資料 

成年年齢引下げに伴う成人祭の対応について 

社会教育部 社会教育課 

１．政策等の背景・目的及び効果 

成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることを内容とする民法の一部を改正す

る法律が令和４年(2022年)４月１日に施行されることになります。 

このことから、「大人としての自覚を促し、自ら責任を持って生き抜こうとす

る青年の門出を祝福する」成人祭の趣旨を踏まえ、より喜ばれる魅力的な成人祭

を目指して、式典の対象年齢に係る検討を行うものです。 

２．内容 

（１）改正民法の概要

・民法上成年年齢を20歳から18歳に引き下げることで、18歳から単独で各種契

約を締結できるようになるとともに、親権に服することがなくなること。

・18歳、19歳の若者が、自らの判断によって人生を選択することができる環境

を整備するとともに、その積極的な社会参加を促すことで、社会を活力ある

ものにする意義を有すること。

（２）本市における成人祭参加率の推移

（３）法改正を受け平成30年度新成人を対象に行ったアンケート結果（調査対象：62人） 

①成人祭の対象とすべき年齢

対象年齢 18歳とすべき 20歳とすべき その他 

選択者数 15人 43人 4人 

割 合 24.19％ 69.35％ 6.45％ 

②主な意見（理由）

  〈18歳とすべき〉 

・成人になったという自覚が生まれると思うから

・「成人式」という名称なら成人年齢に達した時に行うべきだと思うから

  〈20歳とすべき〉 

・18歳時は受験や就職活動など忙しく、成人を祝う気分ではないと思うから

・飲酒・喫煙など、他の大人と同等の権利が発生するのは20歳からだから

  〈その他〉 

・18歳、20歳のどちらでも参加可能（対象）にすればよい

年 度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

参加率 70.0％ 68.5％ 70.3％ 70.7％ 68.4％ 
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（４）中核市などの対応状況

 平成30年9月に高松市が全中核市を対象に成年年齢引下げに伴う成人式の検

討状況の調査を実施  

 〈調査結果〉（調査対象：55市） 

検討状況 
検討済み 検討中 未検討 

０ 32市 23市 

＊現在、本市も大阪府内各市町村に成年年齢引下げに伴う成人式の検討状況

調査を実施中 

３．課題と対応 

①課題

〈18歳で行う場合〉 

・高校３年生の１月（成人の日）は受験時期と重なるため参加しにくい。

・施行初年度（令和４年度〔2022年度〕）は３学年分同時の実施となる。

・上記について、関連業界（着物、写真館、理美容等）への影響も大きい。

  〈20歳で行う場合〉 

・改正民法の趣旨である「社会参加や社会的、経済的責任の意識と自覚」や成

人の日を定める目的である「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうと

する青年を励ます」などを新成人（18歳）にタイムリーに周知できない。

②対応

・意見聴取会設置要綱を制定し、外部有識者等からご意見を伺う予定。

・委員構成は、社会学、地域コミュニティ、学校教育、商業関係の各分野１名ず

つの４名の選出を予定。

４．実施時期等（今後のスケジュール） 

 令和元年 ６月    文教委員協議会へ報告 

（2019年） ６月～８月 庁内委員会及び意見聴取会の開催（各３回程度） 

  ９月   文教委員協議会へ結果を報告 

５．関係法令・条例等 

民法の一部を改正する法律 

６．事業費・財源及びコスト 

  意見聴取会委員報償金 114千円（6月補正予算で計上予定） 
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教育委員会協議会資料 

市立枚方宿鍵屋資料館の指定管理について 

社会教育部 文化財課 

１．政策等の背景・目的及び効果 

市立枚方宿鍵屋資料館につきましては、施設のより効果的・効率的な管理運営と

市民サービスの向上を目的として、平成18年４月１日から指定管理者制度を導入し

ています。 

今回、指定管理者の指定期間が令和２年（2020年）３月31日で満了となるため、

令和元年度（2019年度）において、次期指定管理者の選定を行うものです。 

２．内容 

（１）施設

名 称  市立枚方宿鍵屋資料館 

所在地 枚方市堤町10番27号 

（２）指定管理期間

令和２年（2020年）４月１日～令和７年（2025年）３月31日までの５年間 

（３）指定管理者の選定方法

公募を実施し、指定管理者選定委員会に諮ります。 

（４）利用料金（入館料）の見直しについて

 学校教育活動の一環として歴史学習の場を提供するほか、広く市民に文化財

に親しむ機会の拡大を図る観点から利用料金（入館料）を見直します。 

旧（現行） 新（案） 

一般 200円 変更なし 

小学生・中学生 100円 無料 

高校生・大学生 200円 100円 

障害者 100円 無料 

介助者 ― 無料 

※入館料は上記金額を超えない範囲内で指定管理者が定め、市長の承認を受

けて決定します。（市立枚方宿鍵屋資料館条例の一部改正を行います。）
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３．実施時期等（今後のスケジュール） 

  令和元年   ６月 文教委員協議会へ報告 

  (2019年) 〃 定例月議会へ条例一部改正議案提出 

６月～10月 指定管理者選定委員会の開催（４回程度） 

 11月 文教委員協議会へ報告 

  12月 定例月議会へ市立枚方宿鍵屋資料館指定管理者の指定

議案提出 

  令和２年    ４月 次期指定管理者による管理運営の開始 

(2020年) 

４．総合計画等における根拠・位置付け 

（１）総合計画

① 基本目標  地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標  地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

② 計画の推進に向けた基盤づくり

計画推進３ 持続可能な行財政運営を進めます

５．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

・市立枚方宿鍵屋資料館条例

６．事業費・財源及びコスト 

《事業費》 190千円 

支出内訳 枚方市教育委員会指定管理者選定委員会に係る委員報酬 

190千円（9.5千円×４回×５人） 

《財 源》   一般財源  190千円 

◆参考（今後発生するコスト等）

指定管理料       20,100千円/年 

（現行の指定管理期間における指定管理料を記載しています。） 

入館料収入        1,837千円/年 

その他収入          752千円/年 

（現行の指定管理期間における入館料等収入額を記載しています。） 

※指定管理料と利用料金の併用制を導入しています。
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教育委員会協議会資料 

市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則の 

一部改正について 

社会教育部 文化財課 

１．概要 

市立枚方宿鍵屋資料館の指定管理者の指定期間が令和２年(2020年)３月31日に

満了となり、令和２年(2020年)４月１日以降の指定管理者の選定を行うにあたり、

利用料金（入館料）の減免規定を次のとおり改定するため、市立枚方宿鍵屋資料

館利用料金に関する規則の一部改正を行うものです。 

（１）減免対象を小中学校の教科活動又は学校行事に限定していましたが、小

中学生については条例改正で無料とし、高校・大学やこれらに準ずる団体

の教育、研究に資する活動に対象を広げます。 

（２）現規則では、公用での入館、他自治体、博物館・資料館等の視察などに

減免規定を適用できないため、これらに適用できるようにします。 

２．内容 

次ページのとおり 

３．施行日 

令和２年(2020年)４月１日
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枚方市規則第   号 

市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則の一部を改正する規則 

 市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則（平成13年枚方市規則第41号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第１項第２号中「小中学校」を「学校」に、「又は学校行事」を「、学校行事その他の学

校又はこれに準ずる団体の教育、研究等に資する活動」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特に認める入館 全額

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則の改正について 【新旧対照表】 

新（改正後） 旧（現行） 

（利用料金の減免） （利用料金の減免） 

第３条 条例第７条第７項の規定による減免は、利用料金のうち１

回を単位とする利用に係るものにつき、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額について行うものとする。 

第３条 条例第７条第７項の規定による減免は、利用料金のうち１

回を単位とする利用に係るものにつき、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額について行うものとする。 

⑴ 本市又は本市教育委員会が実施する歴史学習、教育活動等に

伴う入館 全額 

⑴ 本市又は本市教育委員会が実施する歴史学習、教育活動等に

伴う入館 全額 

⑵ 学校の教科活動、学校行事その他の学校又はこれに準ずる団

体の教育、研究等に資する活動に伴う入館 全額 

⑵ 小中学校の教科活動又は学校行事に伴う入館 全額

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特に認める入館 全額

２［略］ ２［略］ 
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教育委員会協議会資料 

特別史跡百済寺跡再整備事業について 

社会教育部 文化財課 

１．政策等の背景・目的及び効果 

特別史跡百済寺跡は、百済国王後裔の渡来氏族である百済王（くだらのこにきし）

氏が８世紀後半に創建した氏寺の跡で、昭和40～42年に全国に先駆けて史跡整備を行

いましたが、樹木生育や表土流失等による遺跡損壊が生じ始めたため、抜本的な再整

備工事を平成27年度から実施しています。 

再整備に当たっては、地下遺構の確実な保存と未来への継承をコンセプトに、従

前の憩いの空間としての機能を継承しつつ、「古代寺院の景観」が体感できる史跡

公園を目指しています。 

一方、支障樹木を取り除く作業量が膨大となったことや、築地塀の基底部の幅や

屋根の構造などの検討と確定に想定以上の時間を要したことから、当初計画より整

備の遅れが生じています。ついては、年度ごとの再整備スケジュールを見直し、事

業の完了に向けて取り組むものです。 

２．内容 

（１）再整備スケジュールの見直し ― 資料１ 

（２）今後の工事区域 ― 資料２ 

（３）築地塀復元設計についての経緯

本事業における築地塀など歴史的建造物の復元については、現存していない

ものを、当時の規模・構造・形式でできる限り忠実に再現することから、充分

な調査研究に基づき適切に復元設計されているか「史跡等における歴史的建造

物復元の取扱いに関する専門委員会（以下「復元検討委員会」という。）」に

おける審議を要します。 

※復元検討委員会…文化庁の各部局の文化財調査官のほか、歴史学や建築史

学・考古学等の学識経験者20数名で構成。

①復元検討委員会の開催日及び復元設計に必要となった発掘調査の期間

平成27年12月～平成28年３月 築地塀基底部の幅の発掘調査（東側）

平成28年２月８日  第１回 整備の全体説明、基壇の幅、高さの説明 

平成28年３月23日  第２回 基底部の幅の説明 

平成28年４月～５月 築地塀基底部の幅の発掘調査（西側） 
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平成28年10月３日  第３回 基底部の幅承認 

平成29年12月26日 第４回 小屋組の意匠、瓦の形式、端部の収まり他 

平成30年３月22日 第５回 第４回の修正 

平成30年７月23日 第６回 築地塀の形状、規模の最終承認を得る 

②今後の築地塀復元設計（基本設計、実施設計）について

築地塀の築造は、概ね簡略工法とし、一部に土を突き固める在来工法（版

築）を採用します。簡略工法では、部材寸法、構造耐力等の精査が必要とな

り、また、地下の遺構に影響しないよう基礎構造に制限がかかります。在来

工法（版築）では、土の粘度構成や含水率、締固めの試験や、古代の瓦の材

質に近づけるように砂や水分の含有率の検討も必要になります。これらの内

容を踏まえ慎重かつ速やかに基本設計を行った後、設計図書の作成、概算工

事金額の算出など実施設計に取組んでいきます。 

３．実施時期等（今後のスケジュール） 

令和元年（2019年） ６月３日  文教委員協議会へ報告 

９月下旬  工事着手予定 

４．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 

 基本目標  地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

 施策目標19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

５．関係法令・条例等 

文化財保護法、枚方市文化財保護条例 

都市公園法、枚方市都市公園条例 

６．事業費・財源及びコスト 

概算事業費総額  720,000千円（国庫補助金：310,000千円) 

執行済額 388,250千円（国庫補助金：136,223千円、市債：109,000千円） 

※平成30年度末現在

７．その他 

資料１ 特別史跡百済寺跡再整備事業のスケジュールについて 

資料２ 特別史跡百済寺跡再整備計画イメージ図 

特別史跡百済寺跡再整備工事計画（今後の工事区域）図 
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特別史跡百済寺跡再整備事業のスケジュールについて 

再整備スケジュール 

（当初） 

年度 平成 17～

22 年度 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

発掘調査 

計画・設計 

・基本構想 

・基本計画 ・実施設計
・築地塀復元基

本設計

・築地塀復元実

施設計
・基本設計

・築地塀復元基

本設計

史跡整備工事 

概要 

・実施設計策定

・発掘調査報告

書刊行

・支障木伐採

・支障木伐採

・造成工事

・僧院･北西院遺

構表示

・張芝

・支障木伐採

・造成工事

・堂塔院基壇復

元

・張芝

・電気･給排水整

備

・造成工事

・擁壁工事

・南面築地塀整

備

・電気･給排水整

備

・張芝

・東面築地塀整

備

・説明板設置

・事業報告書刊

行

（見直し(案)） 

年度 平成 17～

22 年度 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度／ 

令和元年度 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

発掘調査 

計画・設計 

・基本構想 

・基本計画 ・実施設計
・築地塀復元基

本設計

・築地塀復元

実施設計
・基本設計

・築地塀復元基

本設計

史跡整備工事 

概要 

・実施設計策定

・発掘調査報告

書刊行

・支障木伐採

・支障木伐採

・僧院･北西院遺

構表示

・支障木伐採

・造成工事

・西面回廊礎石

レプリカ設置

・塔、中門、金

堂基壇復元

・各基壇の土系

舗装

・西塔、金堂の

張芝

・回廊東半部基

壇復元

・金堂基壇の土

系舗装

・南面回廊西側

礎石レプリカ設

置

・堂塔院内･回廊西

半分の土系舗装 

・南門礎石レプリ

カ設置

・張芝

・東南角地擁

壁工事

・東南院･東北

院の造成

・南面･東面築

地塀(簡略工

法)復元 

・東側アプロ

ーチ部工事

・東面築地塀

(在来工法)復

元

・表層舗装

・入口整備表

層舗装

・説明板設置

・事業報告書

刊行

事業費 

(うち国費) 

44,340,317円 

(15,196,000 円) 

100,826,470 円 

(42,754,000 円) 

80,237,915円 

(22,750,000 円) 

77,275,648円 

(22,723,000 円) 

85,568,738円 

(32,800,000 円) 

63,598,000円 

(31,799,000 円) 

文化庁建造物復元検討委

員会承認(H30 年 7 月) 

築地塀（在来工法） 

築地塀（簡略工法） 

東門 

南門 

西塔 東塔 

中門 

金堂 

講堂 

西北院掘立柱建物 北方建物（食堂?） 

資料 1 

－17－



資料 2

令和５年度
表層仕上施工範囲

令和５年度
説明板設置箇所

令和３年度築地塀
施工範囲

令和４年度以降
表層仕上施工範囲

令和３年度工事区域

令和４年度築地塀
施工範囲

令和元年度工事区域

令和２年度工事区域

再整備工事計画（今後の工事区域）図

東北院

東南院
堂塔院･回廊西半分

東南角地

入口整備

南門
南面築地塀

東
面
築
地
塀

東
ア
プ
ロ
ー
チ
部
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教育委員会協議会資料 

建替え後の香里ケ丘図書館及びみどりの広場への 

指定管理について 

社会教育部 中央図書館 

１．政策等の背景・目的及び効果 

プロポーザルにより決定した設計事業者からの提案をもとに市議会や市民からの

ご意見を踏まえ、現在、香里ケ丘図書館（以下「図書館」という。）の建替えと隣

接する香里ケ丘中央公園（以下「公園」という。）の再整備を一体的に進めている

ところです。 

建替え後における図書館とみどりの広場の運営については、民間ノウハウを活用

しながら、さらなるサービスの向上を目指す観点から指定管理者制度を導入し、公園

との機能連携を含めた香里ケ丘地域の活性化に取り組みます。 

２．内容 

（１） 施設名称・所在地等

香里ケ丘図書館 枚方市香里ケ丘４丁目２番１号 

みどりの広場 枚方市香里ケ丘４丁目（香里ケ丘中央公園の一部） 

（２） 指定管理期間

令和２年（2020年）４月１日から令和５年（2023年）３月末日までの３年間

（３） 指定管理者の選定方法

図書館とみどりの広場を合わせた施設として公募し、指定管理者選定委員会に諮

り選定します。 

（４） 図書館と公園の機能連携

図書館と公園の一部（みどりの広場等）を指定管理者が日常的に管理する中、みど

りの広場などを活用したアウトドアライブラリー（「絵本の広場」や「おはなし会」

を楽しむイベント）や生き物観察、健康イベント、読書カフェの開催などで図書館と

公園との機能連携を図ります。市民に魅力的な機会（場）を提供することで、多様な

世代の活動促進につなげていきます（別紙）。 

（５） 図書館の開館日数・開館時間帯の拡大

図書館の開館日数及び１日あたりの開館時間数を、先行して指定管理者制度を導入

した６分館と同様に延長することで、年間の総開館時間数を従来の約1.5倍とし、来

館できる機会を増やします。 
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（６） 多目的室の活用 

おはなし会や読書会などの図書館行事を開催し、読書の楽しさを伝えるほか、リ

テラシー能力の向上や子育て世代の親子の絆を深める場所として活用します。ま

た、教育文化センターや生涯学習市民センターに準じ、有料の多目的室として市

民にご利用いただきます。 

 

（７） 駐車場の取り扱い 

施設に附設する駐車場には公用・図書配送車両用を除き利用者用として11台分を

確保します。 

駐車料金については開館当初は無料とし、駐車場の適正管理の観点から利用実態

に関する調査を一定期間行い、その後の運用方法について検討を行います。 

 

３．実施時期等 

今後の予定 

平成 31年 ４月以降 図書館建替え工事開始 

令和元年 ６月 建設環境委員協議会、文教委員協議会へ報告 

（2019年）  定例月議会に図書館条例・都市公園条例の一部改正議案

提出（指定管理者制度導入関係） 

 ６月～10月 指定管理者選定委員会の開催 

 ９月 公園整備工事開始 

 11月 建設環境委員協議会、文教委員協議会へ報告 

 12月 定例月議会に指定管理者の指定議案及び関連予算案提出 

令和２年 ３月  図書館建替え工事完了、公園整備工事完了 

（2020年） ４月～ 備品購入･搬入開始、指定管理者による開館準備等 

 ８月 新図書館開館 

 

４．総合計画等における根拠・位置づけ 

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 

基本目標  自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 

施策目標24 まちなかのみどりを育てるまち 

②計画の推進に向けた基盤づくり 

     計画推進３ 持続可能な行財政運営を進めます 
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５．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き等に関する条例 

図書館法、枚方市立図書館条例 

都市公園法、枚方市都市公園条例 

 

６．事業費・財源及びコスト 

《事業費》 238 千円  

 支出内訳 枚方市教育委員会指定管理者選定委員会に係る委員報酬 

   238千円 

《財 源》  一般財源 238千円  

 

７．資料 

別紙 指定管理者管理区域 
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運動広場

香里ケ丘中央公園

香里ケ丘図書館

凡 例

指定管理者管理区域

みどりの広場

みどりの広場

香里ケ丘図書館

指定管理者管理区域
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