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枚方市教育振興基本計画に係る平成 31年度の取り組みについて 

 

総合教育部 教育政策課 

 

１．概要 

平成 31年度に取り組む事業について、別紙「枚方市教育振興基本計画に係る平

成 31年度の取り組みについて」のとおり、同計画の基本方策ごとにとりまとめま

したので報告します。 

 

２．内容 

   次ページのとおり 
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枚方市教育振興基本計画に係る平成31年度の取り組みについて 
 

基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 

＜基本方策１＞ 

知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を育み、将来の社会を担う人材を育成するためには、子どもの学

習意欲を向上させるとともに、基礎的な学力や自ら学び考える力を伸ばしていくことが求められています。

中学校区で共通の９年間を見通した教育課程の編成、小・中学校の円滑な接続など、「小中一貫教育」を

推進することで、教職員の指導力や学校力の向上を図り、子どもたちの確かな学力と自立を育みます①②③。

また、小学校において本市独自の少人数学級編制を実施し④、よりきめ細かな指導を実践するとともに、

グループ学習①②③やＩＣＴの活用等による協働型・双方向型の授業を推進します⑤。 

さらに、諸外国の文化や習慣等について理解を深める国際理解教育を推進し、国際化に対応した英語によ

るコミュニケーション能力を育成する⑥とともに、学校図書館の活用による言語能力の育成や、労働・職業

について学び、自らの生き方を考えるキャリア教育を推進します。 

以上を効果的に進めることを土台として、今後、新しい時代を生きる上で必要な資質・能力を確実に育む

ため、学習指導要領の改訂を見据え、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習をさらに充実さ

せるなど、子どもたちの「自立」「協働」「創造」する力を育む新しい教育に向けた取り組みを進めます①

②③。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 小中一貫教育推進事

業(人件費含む) 

教育指導課 

教職員課 

・全中学校区に「小中一貫・学力向上推進コーディネーター」

を配置する。コーディネーターの円滑な職務の遂行のため、

市費負担教員を配置する。 

・児童・生徒の確かな学力の向上に向け、「Hirakata 授業ス

タンダード」に基づく主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善や家庭学習の定着を図る。 

・全国学力・学習状況調査の問題分析・自校採点及び調査結

果の比較分析を行うことで教職員の意識を高めるとともに、

外部の知見を活用し、指導力向上、授業改善をさらに進める。 

14,093

30,536

② 学力向上推進事業（放

課後自習教室事業） 

教育指導課 ・児童・生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むとともに、

新学習指導要領で求められている言語力育成や活用力育成を

図るため、新学習コンテンツを導入し、授業・課業時間外・

家庭学習で学習ができる環境を整備し、学力向上の取り組み

を推進する。 

・放課後自習教室の開室方法及び児童・生徒の学習補助を行

う「やる気ングリーダー」の配置を見直し、民間のノウハウ

を生かした学習支援員を試行的に導入し、児童・生徒の自主

学習の学習支援を行う。 

50,509

③ 学校園活性化事業(人

件費含む) 

教育指導課 ・教員の指導力向上をめざして、全学校園において、各教科・

道徳・その他の教育活動における指導内容と指導方法の研究

や実践の交流を進め、校内研修会等を実施する。 

・授業改善の取り組みを推進する「研究指定校」を設置し、

その取り組み内容を市内の小中学校に発信する。その中で、

ICTを活用した授業改善やプログラミング教育の充実を図り、

児童・生徒が主体的に学ぶことができる指導内容や指導方法

の研究を進める。 

・小学校合同音楽会、漢字をテーマに思いを伝える作文コン

クール、菊のひらかた・菊咲かそう体験事業など、教育委員

会が主体となる事業を実施し、児童・生徒の活躍の場を設け

るとともに、事業の目的に応じた指導の充実を図る。 

45,178
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④ 少人数学級充実事業

(人件費含む) 

教職員課 小学校４年生まで実施している市独自の支援学級在籍児童を

含めた１学級 35 人以下の少人数学級編制を拡充し、支援学級

在籍児童を含めた１学級 40 人以下とする少人数学級編制を

５・６年生で実施する。 

317,953

⑤ 学校ＩＣＴ機器等整

備事業（人件費含む） 

教育政策課 教員がＩＣＴ機器を効果的に活用するため、授業づくりや教

材作成の支援を行うＩＣＴ支援員及びＩＣＴ機器を活用した

授業のサポートを行うＩＣＴサポート員を配置する。 

164,264

⑥ 英語教育推進事業（人

件費含む） 

教育指導課 

教職員課 

・英語によるコミュニケーション能力の育成を図るため、外

国人英語教育指導助手（NET）や日本人英語教育指導助手（JTE）

を配置し、小中学校の英語教育を推進する。 

・新学習指導要領を見据え、小学校においては英語専科教員

を配置するとともに JTE を拡充し、小学校外国語活動の指導

体制の充実を図る。中学校においては、英語の４技能に対応

した外部検定試験を、全市立中学校第２学年の全生徒を対象

に実施し、生徒の英語力を育む。 

160,761

22,389

 

基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 
＜基本方策２＞ 

近年、子どものコミュニケーション能力や社会適応能力、体力・運動能力の低下が課題となってお

り、子どもの豊かな人間性や社会性、健やかな体が育まれる環境づくりが求められています。 

道徳教育・人権教育などを通じて、規範意識を培い公共の精神と自らを律する力を育むとともに、

自他の生命や平和を大切にする心を養い、子どもたちが豊かな人間性を身につけるための教育を充実

させます①。 

また、生活習慣の未確立やアレルギー疾患の増加など、子どもの健康に関する課題が多様化してい

ることを踏まえ、健全な食生活の形成のための食育の推進②や、食物アレルギーへの対応など安全で

安心な学校給食を提供し③、健やかな体が育まれる環境づくりを推進します①。 

さらに、心身を鍛錬し、豊かな心と社会性を養うため、文化・芸術に親しむ機会④や、自然を生か

した野外活動など、体験活動を拡充させる⑤とともに、部活動の充実を進めます⑥。このため、外部

指導者など多様な社会人の活用を図ります⑦。 

 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 学校園活性化事業(人

件費含む) 【再掲】 

教育指導課 ・教員の指導力向上をめざして、全学校園において、各教科・

道徳・その他の教育活動における指導内容と指導方法の研究

や実践の交流を進め、校内研修会等を実施する。 

・授業改善の取り組みを推進する「研究指定校」を設置し、

その取り組み内容を市内の小中学校に発信する。その中で、

ICTを活用した授業改善やプログラミング教育の充実を図り、

児童・生徒が主体的に学ぶことができる指導内容や指導方法

の研究を進める。 

・小学校合同音楽会、漢字をテーマに思いを伝える作文コン

クール、菊のひらかた・菊咲かそう体験事業など、教育委員

会が主体となる事業を実施し、児童・生徒の活躍の場を設け

るとともに、事業の目的に応じた指導の充実を図る。 

45,178

② 学校給食における地

元農産物利用促進事

業 

おいしい給食課 

教育指導課 

第２次枚方市食育推進計画の趣旨を踏まえ、児童の地域産業

や食文化への関心と理解を深めていく。 

－

③ 食物アレルギー対応

推進事業 

おいしい給食課 国指針や大阪府のガイドラインを踏まえ、小学校給食におけ

る対応の改善等を進めるとともに、中学校給食における対応

についても検証を進める。 

－

④ 啓発普及事業 文化財課 文化財説明板の設置や歴史講座、文化財冊子刊行など文化財

啓発普及事業を実施する。 

1,824
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⑤ 社会体育施設利用促

進事業 

スポーツ振興課 野外活動を通じて子どもたちの生きる力を育むため、学校利

用の促進を図るとともに、自然学習や活動プログラムの拡充

を図る。 

4,000

⑥ 部活動事業 教育指導課 部活動の活性化と充実を図るとともに、顧問教員の時間的余

裕を生み生徒指導や授業研究の時間を確保するため、各中学

校に専門的な知識や技能を有する部活動指導協力者を派遣す

る。また、クラブ備品の購入や楽器の修繕に要する経費、大

阪府外で行われる全国大会等の遠征費の補助を行う。 

26,289

⑦ 学校支援社会人等指

導者活用事業 

教育指導課 優れた知識や技能を有する多様な人材を学校教育に活用する

ことにより、教育活動を活性化させる。 

4,381

⑧ 読書活動推進事業 

(人件費含む) 

教育指導課 子どもたちの読書活動を推進し、授業において課題解決や探

究活動に取り組む力を育むため、市内の全中学校区に学校司

書を配置する。各中学校区では、司書教諭と学校司書が中心

となって、市立図書館と連携しながら、学校図書館の環境整

備やビブリオバトル等を通じた読書習慣の確立、調べ学習等

授業における学校図書館の活用を推進する。 

58,492

 

基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 
＜基本方策３＞ 

本市においては新規採用教職員が増加し、経験豊かな多くの教職員の退職が続く中、教職員の世代

交代が進んでおり、倫理観・規範意識及び子ども理解と集団づくり、授業力やマネジメント力など、

教職員一人ひとりの資質と指導力の向上が求められています。 

平成 26 年度からの中核市移行に伴い、大阪府より教職員研修の権限が委譲されました。そのため、

「『学び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生きる力』をはぐくむ」をテーマに、本市の

教育課題に即した独自のカリキュラム（指導計画）で教職員研修を実施①し、「経験の浅い教職員の育

成」「管理職及び専門性を備えたリーダーの養成」「小中一貫教育における学力向上に向けた授業づく

り・授業改善への支援」を重点項目とした教職員研修の充実を図り①、明日の枚方の教育を担う教職員

を育成します①。 

また、教育的愛情にあふれ、高い意欲と優れた指導力を有する教職員を育成するため、授業の達人

による研究授業等により、授業改善につなげること②で、子どもたちの「確かな学力」と「生きる力」

を育みます。このため、教育委員会の学校支援機能を充実します①。 

さらに、学習指導要領の改訂を見据え、授業改善や組織運営の改善にかかる「アクティブ・ラーニ

ング」や「カリキュラム・マネジメント」など新しい教育課題に向けた研修にも取り組みます①。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 教職員研修講座等開

催事業 

教育研修課 平成 30 年３月に大阪府教育委員会により示された「大阪府教

員等育成指標」に準じた「教員等育成指標」に基づいた系統

的・継続的な研修の実施を図り、教職員の資質・能力のさら

なる向上をめざし、経験・職能に応じた基本研修、教科等の

専門性を高める専門研修を実施する。 

5,889

② 授業の達人養成事業 教育研修課 ２年間連続講座の「授業の達人養成講座」の２年目にあたる

平成 31 年度は、受講者の「授業の達人」認証や「授業マイス

ター」認定をめざし 研修内容の更なる充実を図るとともに、

その成果を学校園に発信していく。 

400

学校園活性化事業【再

掲】 

教育指導課 ・教員の指導力向上をめざして、全学校園において、各教科・

道徳・その他の教育活動における指導内容と指導方法の研究

や実践の交流を進め、校内研修会等を実施する。 

・授業改善の取り組みを推進する「研究指定校」を設置し、

その取り組み内容を市内の小中学校に発信する。その中で、

ICTを活用した授業改善やプログラミング教育の充実を図り、

児童・生徒が主体的に学ぶことができる指導内容や指導方法

45,178
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の研究を進める。 

・小学校合同音楽会、漢字をテーマに思いを伝える作文コン

クール、菊のひらかた・菊咲かそう体験事業など、教育委員

会が主体となる事業を実施し、児童・生徒の活躍の場を設け

るとともに、事業の目的に応じた指導の充実を図る。 

 

基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 
＜基本方策４＞ 

障害のある子どもをはじめすべての子どもたちが学校・地域社会の中で積極的に交流・活動し、「と

もに学び、ともに育つ」教育を推進する必要があります。また、支援教育を進めるにあたっては、一

人ひとりの自立に向けた効果的な指導・支援の充実が求められています。 

障害のある子どもと障害のない子どもが交流や共同学習を通じ、ともに学び、互いを理解する教育

を一層充実させるとともに、通常の学級においてユニバーサルデザインによる授業づくりに取り組み

ます①。 

また、平成 28 年４月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、障害

のある子ども一人ひとりのニーズに応じた教育環境の整備を進める②とともに、支援教育に関する教職

員研修の充実に取り組んでいきます③。 

さらに、支援教育コーディネーターを中心として配慮を要する子どもの支援を行うとともに、保護

者、支援学校等の関係機関と連携し①、支援が必要なすべての子どもについて全教職員の共通理解のも

と、学校全体で支援教育の充実に取り組みます。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 支援教育コーディネ

ーター支援充実事業

(人件費含む) 

 

児童生徒支援室 支援教育コーディネーターが、通常の学級に在籍する配慮が

必要な児童・生徒の状況把握に基づき、他の教員への指導・

助言及び支援学級における指導の充実を進める。関係機関と

の連携及び保護者からの相談窓口となる等、学校の支援教育

の中心となり支援教育体制の充実を図る。 

71,680

② 支援教育学校園支援

事業 

児童生徒支援室 発達障害等に関する専門的な知識・技能を有する専門家を市

立小中学校に派遣し、発達障害等があり教育的支援を必要と

する児童・生徒への指導について、教職員に直接指導・助言

することで、個に応じた支援・指導の一層の充実を図る。ま

た、支援教育に関する専門的な知識・技能を有する相談員を

市内の公私立幼稚園に派遣し、発達障害等があり支援を要す

る幼児の保護者や教職員に対して指導・助言することで、個

に応じた支援・指導の一層の充実を図る。 

2,931

③ 教職員研修講座等開

催事業【再掲】 

教育研修課 障害者への理解を深め、障害者の人権が尊重される教育を推

進すること、合理的配慮の観点を踏まえた支援教育の充実を

図ることが学校園に求められる。これらのことを踏まえ、教

職員研修を実施し、理解啓発に努める。 

5,889

 

基本方策５ 幼児教育の充実 
＜基本方策 5＞ 

少子化の進行、核家族化や男女共同参画社会の進展、ひとり親家庭の増加など、子どもの育ちや子

育て支援へのニーズが多様化する中で、子どもの生きる力と個性を育む環境が求められています。幼

児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を養う重要なものであり、さまざまな体験を通して幼児が

心身ともに健やかな成長をとげられるよう、幼児一人ひとりの発達や特性に応じた取り組みを進める

必要があります。 
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幼児教育の目的は「義務教育及びその後の教育の基礎を培う」ことであり、幼児期（幼稚園・保育

所・認定こども園）の教育②と児童期（小学校）の教育を円滑に接続・連携し、幼児一人ひとりの望ま

しい発達を育むとともに学級集団に応じた適切な指導を行います。 

また、保護者の心身のリフレッシュや短時間就労などのニーズへ対応した預かり保育の実施①や、地

域の未就園児も含め、親子での遊びの場や保護者交流の場の提供、子育て相談の取り組みの推進など、

保護者支援を充実させます。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 幼稚園保護者支援充

実事業(人件費含む) 

教育指導課 幼児の安全・安心な遊び場の確保及び、保護者の心身のリフ

レッシュや就労等の様々な状況に対応した在園児の保護者支

援を行う。 

地域の２・３歳の未就園児親子が安心して遊べる場と保護者

同士が交流できる場を提供し、保護者が精神的にゆとりを持

ち、安心して子育てできることで、家庭の教育力の向上を図

る。 

89,789

② ３歳児保育事業 

【新規】 

教育政策課 

教職員課 

教育指導課 

幼保連携の考え方のもと、待機児童対策や公立施設の整理な

ど今後 10 年間の方向性を示した「就学前の教育・保育施設に

係るひらかたプラン」に掲げられた「公立幼稚園における３

歳児保育と「枚方版子ども園」の実施」を進めるため、１歳

～２歳の保育を担う小規模保育施設を併設した公立幼稚園

（枚方・香里・樟葉・高陵・さだ・田口山）において新たに

３歳児保育を実施するとともに、預かり保育時間を 大 12 時

間に拡大することで、１歳～５歳まで切れ目のない教育・保

育の提供を行う。 

40,670

 

基本方策６ 地域とともにある学校づくりの推進 
＜基本方策６＞ 

近年、子どもを取り巻く環境が大きく変化しており、未来を担う子どもたちを健やかに育むために

は、学校、家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づく

りが必要であり、保護者や地域住民とともに学校運営を進める「地域とともにある学校づくり」の推

進が求められています。 

保護者や地域住民の理解や協力を得て、各学校において特色ある教育活動を展開していくため、子

どもが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みやコミュニティスクールなど学校運営に地域住民や

保護者が参画する体制の構築に取り組みます①。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① コミュニティ・スクー

ル推進事業(人件費含

む) 

教育指導課 地域住民等の協力を得ながら、小学校において特色のある教

育活動を展開していくため、コミュニティ・スクールを順次

設置する。 

1,565 

 

基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 
＜基本方策７＞ 

近年、登下校時の交通事故や不審者等により子どもが犠牲となる事件･事故が生じており、子どもが

安全で安心して学べる環境づくりが求められています。 

また、インターネット等によるいじめや、学校生活や家庭環境などさまざまな理由による不登校等、
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生徒指導上の課題が深刻化する中、子どもたちが安全に安心していきいきと学校での時間を過ごせる

環境づくりが必要です。 

子どもが安全で安心して学べる環境づくりについては、オートロックや機械警備などによる学校施

設内の安全確保①や、地域で行われている子どもの安全を見守る活動との連携、防犯カメラなどによる

通学路の安全対策の強化、不審者情報等の緊急情報を保護者にメールで配信するシステムを有効活用

する②とともに、近年の子どもが巻き込まれた事件・事故や、大規模災害の教訓を生かし、子ども自ら

が危険を回避する能力を養う安全・防災教育を推進します。 

安全に安心していきいきと学校での時間を過ごせる環境づくりについては、学校・家庭・地域・関

係機関が連携し、相談体制を充実させるとともに、学校においては、生徒指導体制の充実を図り③、い

じめの未然防止や早期発見④、不登校児童・生徒への支援に取り組みます⑤ 

また、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や、児童虐待について、

中央子ども家庭センターや子ども総合相談センターなど関係機関との連携を強化します。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 学校安全監視事業 学校規模調整課 小学校の正門の適正な管理と来校者の受付・確認を行うため

に、全 45 小学校に設置している監視カメラや校門のオートロ

ック装置と連動したワイヤレスモニター子機付きインターホ

ンの活用に加えて、来校者の多い時間帯や児童の下校時間帯

に合わせて人的配置を行う。 

32,424

② 学校園メール配信事

業 

児童生徒支援室 学校園でのメール配信システムについては、児童の登下校の

見守り隊等にも対象を拡げ、不審者の目撃情報や緊急情報等

を正確かつ迅速に保護者等へ提供していく。 

2,031

③ 生徒指導体制充実事

業(人件費含む) 

教職員課 生徒指導充実のために非常勤講師・任期付講師を配置する。 49,601

④ いじめ問題対策事業

(人件費含む) 

児童生徒支援室 枚方市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等に係る取

り組みを実施する。 

2,573

⑤ 適応指導教室事業(人

件費含む) 

児童生徒支援室 「枚方市適応指導教室設置要綱」（平成 26 年枚方市教育委員

会要綱第 5 号）を定め、主として心理的要因で不登校状態に

ある児童・生徒の自立のための支援と指導を行う。 

10,161

 

基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 
＜基本方策８＞ 

少子化の進行による児童・生徒数の減少や学校施設の老朽化が進む中で、学校施設の更新や教育の

情報化の推進など、より安全で充実した教育環境が求められています。また、教職員の多忙化が課題

となる中で、教職員が授業や子どもたちと向き合う時間を確保するための取り組みが必要です。 

多くの学校施設で建築後相当年数が経過し、老朽化が進んでいることから、学校施設を計画的に更

新整備します①。また、適正な学校規模とする学校配置等の適正化に取り組みます②。 

また、ＩＣＴ（情報通信技術）を効果的に活用したわかりやすく深まる授業を実現するため、子ど

もが授業で使うＩＣＴ機器を計画的に更新するなど教育の情報化を推進します③。 

さらに、教職員が子どもと向き合い、指導に専念できる時間をより多く確保するため、ＩＣＴを活

用し通知表や指導要録等の事務処理を軽減する④とともに、より効果的・効率的な学校運営に向けて

の見直しや、教職員の健康保持など勤務環境の整備に取り組みます。 

安全で安心な給食を安定的に提供する⑤⑥ため、老朽化が進む小学校給食調理場の計画的な更新整備

に取り組みます⑤⑥。 
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事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 学校園施設整備事業 まなび舎整備室 市立小中学校施設の老朽化に対応し、計画的な施設の更新を

図るため、「枚方市学校施設整備計画」（第１期実施計画（前

期）平成 27～32 年度）に基づき、学校施設の整備工事（長寿

命化改修等）に向けた基本設計及び実施設計並びに工事を行

う。 

1,854,169

学校園施設改善事業 まなび舎整備室 児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう学校園施設の維

持・保全及び教育内容に応じた施設の整備等を行うとともに、

老朽化したトイレ施設の改修及び機能の充実を図り、良好な

学校教育環境の確保。改善を図る。 

2,279,116

② 学校規模等適正化事

業 

学校規模調整課 高陵小学校と中宮北小学校の学校統合に向け、保護者・地域

との協議を進めていく。 

－

③ 学校ＩＣＴ機器等整

備事業（人件費含む）

【再掲】 

教育政策課 子どもたちの主体的・協働的な学びを進め、情報活用能力を

さらに育むため、より効果的な教育用ＩＣＴ機器の整備を推

進する。 

164,264

④ 校務用ＩＣＴ機器等

管理運営事業 

教育政策課 全小中学校に配備した校務用コンピュータの適切な管理運営

を行う。 

84,751

校務の情報化推進事

業 

教育政策課 校務支援システムを通知表や指導要録、保健に関する帳票等

の作成に活用することで、教職員の事務を軽減し、児童・生

徒と向き合う時間の確保と、よりきめ細かな指導による教育

の質の向上を図る。 

19,811

⑤ 第三学校給食共同調

理場老朽化対策事業 

おいしい給食課 第三学校給食共同調理場老朽化対策事業の対象の 6 カ所のう

ち本年度は、残り 4 カ所の単独調理場の改築・長寿命化改修

について整備する。 

960,009

⑥ 香里小学校単独給食

調理場改修事業 

【新規】 

おいしい給食課 老朽化が進む香里小学校単独調理場について、香里小学校施

設整備事業と一体的に行うことで、効率的・効果的な施設整

備を行う。整備後の供用開始は平成 32 年の２学期を予定して

いる。 

46,783

 

 

基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提供と図書

館の充実 
＜基本方策９＞ 

社会が激しく変化し、複雑になる中で、生涯にわたり自らに必要な知識や能力を身に付けることが

必要となっています。そうしたことを支えるためには、子育て、健康・医療・介護、職業、情報社会、

安全・防災、環境問題など、様々な課題に関する学習機会が生涯にわたって提供されることが必要で

す。 

それぞれの分野における様々な行政部門・団体との連携を強めながら、特に基礎的な知識・技術の

学習機会の提供に取り組みます①。 

図書館においては、資料の計画的・系統的な収集など②の基礎的な図書館サービスを充実するととも

に、居心地の良い図書館空間の提供③と図書館内外への積極的な情報提供などにより、市民の生活及び

職業上の課題や地域課題の解決のための支援を強化します。 

また、読書が果たす重要な役割を踏まえ、学校図書館に対する中央図書館の支援を強化するととも

に、子どもの読書活動の推進のための取り組みや、成人の読書習慣と情報活用能力の向上に取り組み

ます。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 社会教育主催事業 社会教育課 人が地域で生活する上で必要となる基礎的な知識や技術等を

学ぶ機会を提供する「社会教育基礎講座」等の各種講座や講

442
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演会を開催する。 

② 図書館資料購入事業 中央図書館 知の源泉としての体系的かつ系統的な蔵書、市民の多様な資

料要求にこたえられる蔵書、図書館の魅力を増す特色ある蔵

書、市民の情報活用を支援する蔵書及び次代に伝える蔵書等

を構築するために、計画的な資料収集と適切な蔵書管理を実

施する。 

70,467

③ 香里ケ丘図書館建替

事業 

中央図書館 平成 32 年度夏頃の香里ケ丘図書館の再オープンに向けて整

備及び開館準備を進める。 

539,022

 

 

基本方策 10 文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づく

りの推進 
＜基本方策 10＞ 

一人ひとりの市民が多様な個性・能力を開花させ、人生を豊かにすることができるようにするため

には、豊かな文化・芸術にふれ、自然との関わりを持つことが大切です。 

また、市民のふるさと意識やまちへの愛着を育むには、まちの歴史文化への理解を深めることが必

要です。 

さらに、社会の高齢化が進む中で、生涯にわたって健やかな生活を過ごすことを可能にするために

は、健康な運動習慣を確立することが必要です。 

社会教育と学校教育の連携を強化し、子どもたちが文化・芸術や自然の中での活動など、様々な体

験ができる機会を確保します①。 

このような機会を提供することで、子どもたちをはじめとする市民が文化･芸術についての関心を深

め、そこに喜びや楽しみを感じられるような環境整備②に努めます。 

また、文化財等の適切な保存を進める③とともに、特別史跡百済寺跡などの貴重な歴史文化遺産を生

かし④て、子どもたちや市民の郷土の歴史への理解を深める⑤とともに、歴史の薫り豊かなまちづくり

や文化観光への活用・発展を進めます⑥。 

また、各種スポーツ・レクリエーション活動の充実やスポーツ環境の整備に取り組むとともに、健

康の維持増進を図るため、身近なところで誰もが取り組める健康スポーツの推進に取り組みます⑦。 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 社会体育施設利用促

進事業【再掲】 

スポーツ振興課 野外活動を通じて子どもたちの生きる力を育むため、学校利

用の促進を図るとともに、自然学習や活動プログラムの拡充

を図る。 

4,000

② 啓発普及事業【再掲】 文化財課 文化財説明板の設置や歴史講座、文化財冊子刊行など文化財

啓発普及事業を実施する。 

1,824

③ 文化財保護管理事業 文化財課 枚方市域に残された文化財を将来に伝えるべく、適切に保

護・保存することを図る。 

39,452

 市指定文化財保護事

業 

文化財課 市指定文化財候補を調査し、文化財としての価値を把握する。

また、市指定文化財について適切な保存管理を行う。 

445

④ 特別史跡百済寺跡再

整備事業 

文化財課 表土流失および雨水流出抑制対策を含めた抜本的な遺構保存

工事を行い、憩いと親しみにあふれ、古代寺院の景観を体感

できる史跡公園として再整備を行う。 

122,849

⑤ 市史等発行事業 文化財課 枚方市史年報をはじめ、市史に関する刊行物の編集、歴史資

料の収集・整理・保存を行い、また、市民の歴史に関する照

会及び資料利用等の要望に応えることで、市民の郷土史に対

する理解を深め、市民文化の向上を図る。 

2,700

⑥ 枚方宿鍵屋資料館管

理運営事業 

文化財課 枚方宿鍵屋資料館を通じて、江戸時代の枚方宿に生きた人た

ちの息づかいを感じ、郷土の歴史に対する理解やひらかたの

20,391
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まちへの愛着を深めてもらう。 

 旧田中家鋳物民俗資

料館管理運営事業 

文化財課 枚方に古くから残る鋳物の歴史や民具を活用し、枚方の歴史

や人々の暮らしについての認識を深め、郷土愛を育てること

を目的とする。 

14,707

⑦ 枚方市スポーツ推進

計画事業 

 

スポーツ振興課 策定されたスポーツ推進計画に基づき、「だれもが生涯にわた

ってスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康を増進し、人

と人との交流を深めることを支える」を基本理念として、関

係部署と連携を図りながらスポーツ施策を推進していく。 

330

 

その他 

 

事業名 担当課 概要 
予算額 

（千円）

① 放課後子ども教室モ

デル事業 

社会教育課 全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごすため、本市

の実情に即した児童の放課後環境の整備が求められる中、「放

課後子ども教室」事業について、夏季休業期間中にモデル事

業を実施し、昨年度の実施結果と合わせて、利用者の児童・

保護者のニーズの実態や事業の効果、実施に係る課題及び経

費の見込等を分析・検証を行い、より効果的で効率的な事業

の枠組みの構築を図る。 

5,626

② 留守家庭児童会室運

営事業 

放課後子ども課 保護者の就労や病気等により、保育を必要とする児童に、放

課後に適切な遊び及び生活の場を提供し健全な育成を図る。 

186,561

③ 留守家庭児童会室施

設整備事業 

放課後子ども課 留守家庭児童会室の利用ニーズの増大や施設の老朽化対策と

して行ってきた専用棟の新築や建替えによる対応を見直し、

学校施設（余裕教室等）を活用して整備を進めていく。 

57,800
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教育委員会協議会資料 

 

損害賠償事件（台風 21号による事故）について 
 

総合教育部 教育政策課 

 

１．概要 

台風 21 号の暴風により起こった損害賠償事件について、地方自治法第 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 

265,696円 

 

３．賠償の相手方 

 枚方市内在住者 

 

４．賠償事件の内容 

平成 30年９月４日午後２時ごろ、台風第 21号の暴風により津田小学校敷地内に

ある倉庫の鋼板製屋根の一部が剥がれ飛ばされた際、近隣住宅の枚方市在住者が所

有する小型乗用者に衝突し、同車が損傷した事故です。 

 

５．現場見取り図及び現場付近図 

次ページのとおり 
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専決第２７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３月１９日専決 

  

枚方市長  伏 見  隆 

     

記 

   

  １．賠 償 の 額          金  ２６５，６９６円 

 

  ２．賠償の相手方          枚方市在住者 

 

            

 ３．賠償事件の内容    平成３０年９月４日午後２時ごろ、台風第２１号の暴風により市立津田小学校

敷地内にある倉庫の鋼板製屋根の一部が剥がれ飛ばされた際、近隣住宅の枚方市

在住者が所有する小型乗用者に衝突し、同車が損傷した事故である。 

 

４．和 解 の 内 容 

 ⑴ 本市は、相手方への賠償金として、金２６５，６９６円を支払う。 

 ⑵ ⑴の賠償金については、本市の専決処分を経た日以降速やかに支払う。 

なお、本件事故に関しては、上記賠償金以外、本市及び相手方間に何らの債権、債務がないことを

確認する。 
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 専決第２７号参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場見取図 

住宅 

車 

電灯ポール プール 

倉 庫 

校 舎 

市立津田小学校敷地 
屋根の一部 
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教育委員会協議会資料 

 

損害賠償事件（台風 21号による事故）について 
 

総合教育部 教育政策課 

 

１．概要 

台風 21 号の暴風により起こった損害賠償事件について、地方自治法第 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 

64,546円 

 

３．賠償の相手方 

 枚方市内在住者 

 

４．賠償事件の内容 

平成 30 年９月４日午後２時ごろ、台風第 21 号の暴風により市立津田小学校敷地

内にある倉庫の鋼板製屋根の一部が剥がれ飛ばされた際、近隣の枚方市在住者が所

有する電灯ポールに衝突し、同ポールが損傷した事故である。 

 

５．現場見取り図及び現場付近図 

次ページのとおり 
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専決第２８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３月１９日専決 

  

枚方市長  伏 見  隆 

     

記 

   

  １．賠 償 の 額          金  ６４，５４６円 

 

  ２．賠償の相手方          枚方市在住者 

 

            

 ３．賠償事件の内容    平成３０年９月４日午後２時ごろ、台風第２１号の暴風により市立津田小学校

敷地内にある倉庫の鋼板製屋根の一部が剥がれ飛ばされた際、近隣の枚方市在住

者が所有する電灯ポールに衝突し、同ポールが損傷した事故である。 

 

４．和 解 の 内 容 

 ⑴ 本市は、相手方への賠償金として、金６４，５４６円を支払う。 

 ⑵ ⑴の賠償金については、本市の専決処分を経た日以降速やかに支払う。 

なお、本件事故に関しては、上記賠償金以外、本市及び相手方間に何らの債権、債務がないことを

確認する。 
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 専決第２８号参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場見取図 

住宅 

車 

電灯ポール プール 

倉 庫 

校 舎 

市立津田小学校敷地 
屋根の一部 
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教育委員会協議会資料 

  

損害賠償事件（台風21号による事故）について 

 

総合教育部 おいしい給食課 

 

１．概要 

   台風21号の暴風を起因とした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 

357,907円 

 

３．賠償の相手方 

枚方市在住者 

 

４．賠償事件の内容  

平成30年９月４日午後２時ごろ、台風21号の暴風により市立山之上小学校の給食

調理場の屋根の一部が飛ばされ、隣接する駐車場に駐車していた枚方市在住者所有

の乗用車に衝突し、同車が損傷した事故である。 

 

５．現場見取図 

   次のページのとおり 
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専決第２９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３月１９日専決 

 

枚方市長  伏 見  隆 

 

記 

 

１．賠 償 の 額          金  ３５７，９０７円 

 

２．賠償の相手方          枚方市在住者 

 

 

３．賠償事件の内容    平成３０年９月４日午後２時ごろ、台風２１号の暴風により市立山之上小学校

の給食調理場の屋根の一部が剥がれ飛ばされた際、近隣住宅の駐車場に駐車して

いた枚方市在住者所有の普通乗用車に衝突し、同車が損傷した事故である。 

 

 

４．和 解 の 内 容 

 ⑴ 本市は、相手方への賠償金として、金３５７，９０７円を支払う。 

 ⑵ ⑴の賠償金については、本市は相手方に対する賠償金の内、既払金金３１７，０００円を除き、 

金４０，９０７円を本市の専決処分を経た日以降速やかに支払う。 

なお、本件事故に関しては、⑴の賠償金以外、本市及び相手方間に何ら債権、債務のないことを 

確認する。 
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専決第２９号参考資料 

 

 

給食調理場

住宅

市立山之上小学校敷地現場見取図 
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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 

   元枚方市立小学校長について、内閣総理大臣からその功労に対し叙位・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 枚方市立山田東小学校長  故 上山 義和 氏 

 

３．その他 

   伝達済みです。 
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