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第１編 総  論 

 

１ 計画の目的 

  本実施計画は、平成 18 (2006)年 12 月に策定した第４次八幡市総合計画の基本構想に

掲げられた将来都市像 

「自然と歴史文化が調和し 人が輝く やすらぎの生活都市」 

 ～自立と協働による個性あふれるまちづくり～ 

と７つのまちづくりの基本目標 

(1) 人権を大切にし、みんなが力をあわせてまちづくりを進めるまち  

(2) 次代を担う人づくりを進め、文化芸術を守り育てるまち  

(3) 豊かな自然を守り、循環型の社会づくりを進めるまち  

(4) だれもが明るく元気に暮らせるまち  

(5) 人がつどい、活力あふれるまち  

(6) 安心して暮らせる安全で快適なまち  

(7) 計画の実現に向けた取組や体制の強化 

を実現していくための基本となるもので、予算編成や事務事業執行の具体的な指針とな

るものです。 

 

２ 計画の性格・構成・期間 

(1)計画の性格 

   基本計画に位置づけられている施策及び事業について、優先度や財政状況等を勘案し、

総合計画の実現に向けた事業の概要・内容等を示したものです。 

(2)計画の構成 

   基本計画に掲げる７つの部門別計画について、同計画の各節ごとに「めざす姿」及び 

「施策体系」を示し、それに基づく「実施計画事業一覧」を掲載しています。 

(3)計画の期間 

   本計画の期間は、平成２６年度から平成２８年度までの３年間となっています。 

《協働とは》 

「協働」とは、共通の目的を達成するために、互いが力を合わせて活動することを指します。市

民と行政とが協働してまちづくりを進めていくうえでは、どちらかが主導するのではなく、互いが

対等の立場、目線に立って責任と行動を分ちあうことが重要となります。 

なお、他に用いられる用語として、市民「参画」がありますが、これは、政策形成過程において

市民の意見を反映することを指し、例として、計画策定の際に市民参画組織の一員として参加して

いただくことや、市政について意見を提出していただくことなどが挙げられます。 
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第２編 施策体系別計画 

 

第１章 人権を大切にし、みんなが力をあわせてまちづくりを進めるまち 

―人権の尊重、市民協働― 

 

社会が成熟期を迎え、個人の生活様式や価値観の多様化が進むなかで、心ふれあう住み

よい地域社会を実現するためには、市民一人ひとりが、人権を尊重し、互いを認め理解し

あう姿勢を持つことが大切です。 

このため、全ての人が尊重しあい、豊かな人間関係に基づいた信頼関係の深い地域づく

りをめざして、さまざまな取組を進めます。 

また、地方分権が進むなかで、効率的かつ個性あるまちづくりを進めていくために、健

全な地域コミュニティの育成や、市民、ＮＰＯ1、事業者、行政の協働の仕組みづくりを通

じて、市民、ＮＰＯ、事業者、行政が対等な立場でよりよい地域の実現に向けた活動ので

きるまちづくりを進めます。 

 

■成果指標 ………………………………………………………………………………… 

 

※「現状値」については、後期基本計画策定時に設定した値。（平成 23年度末実績値） 

 

                             
1 ＮＰＯ：Non-Profit Organization（特定非営利活動法人）の略であり、非営利で政府（行政）とは独立して社会的活

動を行う団体を指す。行政の担う社会的役割の一部を非営利で行うことから、市民協働を推進するうえで重要な意義を
有する。 

指  標 計画当初値 25年度実績値 目標値 

自治組織率 67.8％ 65.9％ 70.0％ 

自治組織への加入率 ― 71.0％ 80.0％ 

ＮＰＯ法人数 12団体 20団体 
※現状値(21団体) 

より高い数値 

市民公募委員を選任している審議

会等の比率 
― 57.1％ 

※現状値(73.7％)

より高い比率 

市民公募委員選任審議会等におけ

る市民公募委員の比率 
16.7％ 12.8％ 20.0％ 

設置要綱に基づく審議会等委員へ

の女性登用比率 
32.5％ 36.3％ 35.0％ 

2



第１節 人権・平和 

[めざす姿]  

■ 一人ひとりの人権が一層尊重される社会に向けて、人権問題への認識を深める

ための機会が提供され、市民の人権意識が高まっているとともに、情報化の進

展に伴う新たな人権侵害への対策が進んでいることをめざします。また、平和

に関する学習機会が充実し、市民主体の平和活動が盛んに行われていることを

めざします。 

 

 

 

[施策体系] 

１．人権尊重の総合的・計画

的な推進 

(1) 人権教育・啓発の推進【重点】 

(2) 同和問題など人権問題解決への取組 

(3) 人権擁護の推進 

２．地域づくりの推進 

(1) コミュニティ活動の促進 

(2) 人権交流センター活動の推進 

３．教育関係機関等との連携 

(1) 各学校（園）と連携を図る取組の推進 

(2) 社会教育関係団体との連携・協力の推進 

４．非核平和都市宣言2の推進 

(1) 平和意識の啓発【重点】 

(2) 平和活動の促進 

 

 

                             
2 非核平和都市宣言：暮らしの原点である自治体が率先して、核兵器の廃絶と軍備の縮小を訴え、その輪を広く全国、ひ

いては全世界に広げていくために行った宣言。 
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第1章第1節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 八幡市人権のまちづくり推進計画策定・推進 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
計画推進

事業名 人権文化セミナー 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 やわた人権フェスタ 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権啓発パネル・ポスター等展示 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権啓発冊子「ふれあい」発行 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会助成 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権相談（人権擁護委員） 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 公益通報窓口 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 城南人権擁護委員協議会負担金 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
事業費負担

内  容
市民一人ひとりが人権の大切さについて考える機会として、人権
啓発パネルやポスターを展示する。
25年度実績：平成25年11月10日実施（絆フェスタ）

啓発冊子発行

内  容

人権問題の解決に向け、国に対して総合的な政策を講ずること
を求め活動する部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会に
対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：構成員 53団体

内  容

内  容

内  容

市民に対する人権意識啓発を図るため、人権啓発冊子「ふれあ
い」を発行し、事業開催時に配布するほか市内公共施設に配置
して市民の閲覧に供する。
25年度実績：1,500部作成

相談実施

相談窓口設置

内  容

基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及、高揚を図るため、
人権擁護のための啓発活動等に取り組む城南人権擁護委員協
議会に対し、事業費の一部を負担する。
25年度実績：構成員 12市町村　委員数 69名

次期計画推
進

内  容

次期計画
策定

人権を大切にし、みんなが力をあわせてまちづくりを進めるまちの
実現を目指して、平成18年度から平成27年度までの10年間を計
画期間とする「八幡市人権のまちづくり推進計画」を策定し、計画
に基づく取組を推進する。

セミナー開催

人権フェスタ開催

パネル・ポスター展示

活動助成

内  容

差別、いやがらせなどの人権に関する悩み事等について、人権
擁護委員による人権相談を実施する。
（相談窓口：八幡人権・交流センター、生涯学習センター）
25年度実績：相談件数 14件

内  容

あらゆる人権を尊重する意識の高揚を図るため、市民を対象とし
た講演会等を開催する。
25年度実績：4回開催　参加者　延561人

基本的人権である労働基本権等の擁護及び通報者の保護等を
目的として、民間事業者の労働者からの外部通報を受け付ける
窓口を設置し、通報内容を関係機関につなげる。

人権週間にあわせ、市民一人ひとりが人権の大切さについて考
える機会として、やわた人権フェスタを開催する。
25年度実績：平成25年12月7日開催　参加者 330人
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第1章第1節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権啓発推進事業助成 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権の花運動 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡人権・交流センター管理運営 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【充実】八幡人権・交流センター整備 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 各種相談事業（八幡人権・交流センター） 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権学習講座（八幡人権・交流センター） 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 地域交流事業（八幡人権・交流センター） 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡人権・交流センターまつり 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業費負担

花の栽培及び勧奨を通じて人権思想に対する理解を深め、豊か
な人権感覚を身につけることを目的に、市内小学校・幼稚園の児
童・園児に人権の花（スイセン）の球根を配付する。
25年度実績：配付 11校 5園

人権の花（スイセン）の球根配付

活動助成

内  容

内  容

センターまつり開催

各種相談窓口設置

講座等開催

講座開催

太陽光発電
設備等整備

必要に応じ改修等実施

管理運営

日常生活や教育、就労等について、地域住民の各種相談に応
じ、指導や助言を行う。
25年度実績：就職相談 延 112人　　育児相談 延383人
　　　  　　　　　家庭支援相談 延346人

内  容
地域住民の交流促進を図るため、人権学習を柱とした各種講座・
教室を開催する。
25年度実績：15講座等開設　延 267回開催　参加者　延 3,508人

八幡市内で組織されている自治組織等の各種団体に対し、人権
問題の啓発活動費の一部を助成する。
25年度実績：構成　2団体

内  容

内  容
市民の人権意識啓発を図るため、人権学習講座を開催する。
25年度実績：1回開催　参加者　延 75人

内  容

内  容
市民一人ひとりが人権の大切さについて考える機会として、八幡
人権・交流センターまつりを開催し、作品展示やイベントを行う。
25年度実績：平成26年3月1日開催　参加者　900人

内  容

八幡人権・交流センターについて、必要に応じ施設改修等の整
備を行う。【耐震化完了】
25年度実績：雨水排水施設改修

山城地域における人権尊重理念の普及と様々な人権問題の解
決を図るため、山城人権ネットワーク推進協議会に対し、広報啓
発事業や就業促進事業等の事業費の一部を負担する。
25年度実績：構成員15市町村及び70事業所

地域福祉の推進及び住民交流の拠点となるコミュニティセンター
として、人権課題の解決のための市民の生活相談をはじめとする
各種事業を総合的に実施する八幡人権・交流センターの管理運
営を行う。
25年度実績：利用 延345件　延7,073人

内  容
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第1章第1節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 有都交流センター管理運営 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【充実】有都交流センター整備 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 各種相談事業（有都交流センター） 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 地域交流事業（有都交流センター） 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権情報誌「あゆみ」発行 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権問題学習講座 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 人権啓発ポスター展 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
ポスター募集・展示

事業名 人権教育推進協議会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 八幡市非核平和都市推進協議会助成 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

情報誌発行

大規模改造
工事実施設
計

有都交流センターについて、必要に応じ施設改修等の整備を行
う。また、八幡市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を行
う。
25年度実績：耐震診断実施

市民の人権意識の向上を目的として、人権教育推進協議会との
共催により、人権問題学習講座等を開催する。
25年度実績：開催　2回　参加者延　102人

講座等開催

講座等開催

各種相談窓口設置

管理運営

必要に応じ改修等実施

内  容
市内小・中学生に人権意識を深めてもらうため、人権をテーマと
したポスターを募集し、審査のうえ優秀作品の展示・表彰を行う。
25年度実績：出展数　1,256点

内  容

平和で住みよいまちをつくるため、非核平和都市宣言の趣旨に
基づく諸事業を推進することを目的に、八幡市内の各種団体、個
人によって組織される八幡市非核平和都市推進協議会（ピース
八幡）に対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：構成員 14団体　40個人

活動助成

地域住民の日常生活、教育、就労等について各種相談に応じ、
指導や助言を行う。
25年度実績：相談者　延57人

地域福祉の推進及び住民交流の拠点となるコミュニティセンター
として、人権課題の解決のための市民の生活相談等の各種事業
を総合的に実施する有都交流センターの管理運営を行う。
25年度実績：会議室利用　82件　665人

地域福祉及び人権のまちづくり推進を図るため、八幡人権・交流
センター及び有都交流センターの取組や催しを紹介する情報誌
を発行し、全戸配布する。
25年度実績：4回発行

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

市民主体により人権教育に取り組む人権教育推進協議会に対
し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：構成員　275人

地域住民の交流促進を目的として、人権学習を柱とした各種講
座・教室を開設する。
25年度実績：8講座開設 延187回開催 参加者　延2,030人
　　　　　　　  交流フェスタ2日間開催　参加者　延169人

内  容
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第1章第1節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 平和のつどい 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 平和の折り鶴事業 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 平和大使派遣事業 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 平和植樹事業 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 核実験等抗議 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 戦没者追悼事業 福祉総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
追悼式開催

抗議文送付
抗議声明

八幡市非核平和都市推進協議会と連携し、広島平和記念式典
に市内各中学校から代表者各2人を派遣し、報告会を行う。
25年度実績：市内中学生 8人　協議会委員 2人　職員 1人派遣
　　　　　　　　  平成25年9月28日報告会実施

市内公共施設等に植樹実施

八幡市非核平和都市推進協議会と連携し、平和の花「アンネの
バラ」を市内公共施設等に植樹する。
25年度実績：植樹　 2箇所

平和大使派遣

八幡市非核平和都市宣言に基づき、核実験等を行った国に抗
議文等を送付する。
25年度実績：送付　2回（アメリカ合衆国）

八幡市非核平和都市推進協議会との連携により、市内公共施設
に回収かごを設置して折り鶴を募集し、一定期間公共施設で展
示したのち、広島・長崎に届ける。
25年度実績：市内 18カ所に回収かご設置　約75,000羽回収

内  容

内  容

平和の折り鶴募集

開催

内  容
大戦において亡くなられた方々の慰霊と世界の恒久平和を願
い、市主催により戦没者追悼式を開催する。
25年度実績：平成25年10月25日開催　参列者　106人

世界の恒久平和に向けた市民意識の啓発を図るため、八幡市非
核平和都市推進協議会との連携により、「平和のつどい」を開催
する。
25年度実績：平成25年9月28日開催　参加者　111人

内  容

内  容

内  容
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第２節 地域コミュニティ 

 

[めざす姿]  

■ 自治組織団体・小学校区・中学校区におけるコミュニティ活動が盛んに行われ、

地域住民どうしの交流が活性化し、互いに助け合える環境がつくられているこ

とをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．自治意識の醸成 (1) 自治意識の醸成【重点】 

２．コミュニティ活動の促進 (1) コミュニティ活動の促進【重点】 

３．コミュニティ施設の整備 (1) コミュニティ施設の整備 
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第1章第2節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 自治組織未組織地域の組織化促進 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 自治組織加入促進リーフレット作成・配付 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
リーフレット作成・配付
男山団地新規入居者への加入促進

事業名 市民自治推進交付金 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
交付による活動支援

事業名 八幡市自治連合会活動事業助成 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 自治振興助成 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 自治会活動保険加入料助成 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 自治会広報板設置等助成 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 コミュニティ施設設備整備事業助成 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設等整備費用助成

事業名 自治会活動室管理運営 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理・貸出

内  容
自治会活動室を管理し、自治組織団体へ貸出を行う。
25年度実績：貸出　9件

内  容

自治組織に対し、管理する広報板の新設、建替え、修繕等の費
用の一部を助成する。
25年度実績：助成　14基

内  容

内  容

内  容

自治組織の主体的なまちづくり活動や地域住民の交流活動等
（社会見学、運動会、防犯訓練等）を促進するため、地区自治連
合会及び単位自治組織に対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：助成　9地区　49団体

自治組織に対し、集会所等の新築、改築、増築及び既存建物の
取得並びに改修経費の一部を助成する。
25年度実績：助成　1件

活動助成

市長と市政推進に関する協定を締結し、市政の周知及び伝達、
行事等への参加、地域住民における生活環境の充実、住民の福
祉向上等の活動を行う自治組織に対し、要綱に基づく額を交付
して活動を支援する。
25年度実績：交付　49団体

自治連合会と行政との連携及び市民の交流活動の調整・活性化
を図るため、八幡市自治連合会に対し、活動事業（連絡調整会
議、先進地視察、市民活動啓発）費の一部を助成する。
25年度実績：加入自治組織　49団体

内  容

未組織地域の組織化推進

自治組織未加入世帯の加入促進及び未組織地区の組織化に向
けて、自治連合会との連携により自治組織加入促進リーフレット
を作成、配付し活用する。
25年度実績：未組織・未加入世帯に配付（10,000部）
　　　　　　　　 自治組織加入率　71％

自治組織未組織地域の組織化を促進するため、地域住民との協
議による組織化や他の組織化地域への要請による未組織地域の
参画を図る。

広報板設置等費用助成

内  容

内  容

各地域の自治会活動をより活性化し、市民との協働のまちづくり
を促進するため、八幡市自治連合会に対し、自治連合会が加入
する自治会活動保険加入料の一部を助成する。
25年度実績：助成　49団体

内  容

保険加入料助成

三区・戸津区
公会堂、男山
E地区管理組
合集会所改修
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第３節 市民協働 
 

[めざす姿] 

■ 市民、ＮＰＯ等、事業者等、行政が対等の立場で協働しながらまちづくりを進

めるために必要な制度や環境の整備が進み、担い手となる組織や人材が育って

いることをめざします。 

 
 

[施策体系] 

１．市民参画の推進 

(1) 選挙啓発の推進 

(2) 政策形成過程での市民参画の推進 

２．市民協働の推進 

(1) 政策実行段階での市民協働の推進【重点】 

(2) 市民協働に向けた人材・組織の育成【重点】 

３．市民協働に向けた基盤

の整備 

(1) 広報広聴活動の充実 

(2) 情報公開制度の推進 

(3) 個人情報の保護 
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第1章第3節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 啓発ポスター・標語募集事業（府共同事業） 選挙管理委員会 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 新成人お誕生日カード送付 選挙管理委員会 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 審議会等市民公募委員選任及び公開推進 政策推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 パブリックコメント募集推進 政策推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 市民活動協働指針の策定・推進 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
指針に基づく取組の推進

事業名 市民協働活動センター運営 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 市民協働活動センター整備 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 NPO設立支援 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 市民活動情報サイト運営 秘書広報課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

内  容

内  容

内  容
市内の文化・スポーツ・ボランティア団体など各種団体やNPO法
人等の活動状況等を紹介し、相互交流を図るサイトを管理運営
する。

必要に応じ改修等実施

NPOの育成を図り、市民活力の醸成と市民自身の手によるまちづ
くりをめざすため、その設立を支援する。
25年度実績：新規2団体　解散2団体　市内NPO法人20団体

市民協働活動センターについて、必要に応じ施設改修等の整備
を行う。

ポスター・標語募集

啓発文書送付

市民公募委員選任推進
審議会公開推進

パブリックコメント募集の推進

運用・拡充・システム保守

関連部署との調整による設立支援

指針策定

内  容

内  容

市民参画の基礎となる選挙への関心を高めるため、啓発ポス
ター・標語を募集し、選挙啓発に活用する。
25年度実績：ポスター 応募者24人
　　　　　　 　　標語　応募者307人　入賞者1人

若い世代の投票率向上を図るため、20歳の誕生日を迎える市内
の新成人に、選挙啓発を兼ねたお誕生日カードを送付する。
25年度実績：毎月3回　630人

内  容

政策形成過程での市民参画を進めるため、「審議会等市民公募
委員選任及び公開に関する指針」に基づき、市民公募委員の選
任及び公開を推進する。
25年度実績：市民公募委員選任　21件中 12件（57.1％）
　　　　　　　　審議会市民公開　27件中 9件（33.3％）

内  容

NPO等、非営利での市民活動を目的とする団体の共有スペース
として、市民協働活動センターの運営を行う。
25年度実績：団体活動室利用 26回 216人
　　　　　　　　（うちNPO連絡会開催2回）

運営

内  容

内  容

政策形成過程での市民参画を進めるため、「パブリックコメント募
集に関する指針」に基づき、市の重要な計画等の策定に際し、広
く市民等の意見を反映するパブリックコメント募集を推進する。
25年度実績：４計画中 ４計画募集（100％）

行政だけでは解決できない課題について地域社会と連携した取
組を推進し、コミュニティ政策の確立と、多様な団体とのネットワー
クを作る仕組みの構築を進めるため、市民活動協働指針を策定
し、指針に基づく取組を推進する。
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第1章第3節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 「広報やわた」発行 秘書広報課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 議会広報紙発行 議会事務局 平成26年度 平成27年度 平成28年度
八幡市議会だより発行

事業名 【充実】市ホームページ運営 秘書広報課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 「ようこそ市長室」ホームページ作成・更新 秘書広報課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 やわた事典発行 秘書広報課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

窓口等配置

事業名 くらしのガイド作成 秘書広報課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 やわたご意見たまて箱 秘書広報課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 出前講座 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 行政相談（総務省事業） 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

内  容

市の内外に本市の行政情報等を発信するため、市ホームページ
を運営する。
25年度実績：市ホームページアクセス件数403,971件

行政情報やまちの話題等を提供し、市政への理解と関心を深め
るため、広報紙を毎月1回発行し、全戸配布する。
25年度実績：12回発行　各約31,400部

システム
リニューアル

行政情報の発信
バナー広告掲載
意見提案を随時募集

内  容

内  容

市民の市議会に対する理解と関心を深めるため、八幡市議会だ
よりを年6回発行し、全戸配布する。
25年度実績：6回発行（定例会号4回　臨時会号1回　新年号1回）

内  容

官民協働事業として行政サービス情報や観光案内、医療機関案
内等の地域の情報をまとめた「やわた事典」を発行し、全戸配布
する。
25年度実績：改訂版発行　35,000部

内  容

市ホームページの「ようこそ市長室」の月次更新を行うとともに、市
長交際費を公開する。

市での各種手続きや制度等をまとめたガイドパンフレットを作成
する。
25年度実績：一部改訂版作成　2,000部

内  容

内  容

「広報やわた」発行

行政相談実施

ページ更新
市長交際費の公開

適宜改訂

意見提案を随時募集

出前講座実施
市政への理解促進及び市民参画のまちづくり推進のため、市職
員が市民のもとへ出向き、市の業務等の内容に関する講座を実
施する。
25年度実績：37回開催　受講者1,089人

「開かれた市政」「市民とともに考え歩む市政」を推進するため、
市民からの提案やアイデア等を、公共施設に設置した用紙また
はホームページ上のメールフォームにより募集する。
25年度実績：意見等145件（提案件数18件　要望等件数127件）

内  容

内  容

総務省で実施している行政相談の開設場所を市で提供し、国や
府、市などの行政に関する苦情や意見・要望を受け付ける。（毎
月１回・特設相談年１回）
25年度実績：13回開催
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第1章第3節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 ふれあいトーク 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 情報公開・個人情報保護 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

内  容

ふれあいトーク実施

説明責任を果たす公平公正な市政を推進するため、市民からの
公文書や自己情報の情報開示請求の受理・審査及び開示決定
等を行うとともに、各課等で適切な個人情報保護がなされている
か点検等を行う。
25年度実績：公文書開示請求195件　自己情報開示請求2件

情報公開条例運用
個人情報保護条例運用

内  容
市政についての理解と参加を促進するため、市長と市民（団体）
との座談会を実施する。
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第４節 男女共同参画 
 

[めざす姿]  

■ 性別にかかわらず個性と能力が十分に発揮される男女共同参画社会の実現に向

け、社会的な意思決定の場における女性の進出が進んでいるとともに、仕事と

生活の調和（ワークライフバランス）が取れた環境の整備が進んでいることを

めざします。 

 

 

[施策体系] 

１．男女共同参画の推進 

(1) 総合的な施策の推進【重点】 

(2) 男女共同参画の意識高揚 

(3) 男女の人権の尊重 

２．男女の社会参画の促進 

(1) 女性登用の推進 

(2) 自主的活動の促進 

(3) 
雇用機会の均等と仕事と生活の調和（ワークライフバラ

ンス）の促進 
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第1章第4節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 八幡市男女共同参画プラン策定・推進 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 やわた男女共同参画るーぷフェスティバル 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 男女共同参画社会啓発講座 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 男女共同参画社会リーダー養成講座 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 女性問題アドバイザーだより発行 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 男女共同参画社会をめざす啓発リーフレット 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 男女共同参画週間啓発パネル展示 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 女性相談 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 女性に対する暴力をなくす運動啓発 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

女性問題アドバイザーだより発行

啓発パネル展示
街頭啓発

啓発リーフレット作成・配布

内  容
男女共同参画社会の実現に向けた市民意識啓発を図るため、男
女共同参画週間に啓発パネル展示を行う。
25年度実績：７日間展示（文化センター）

内  容
男女共同参画社会の実現に向けた市民意識啓発を図るため、
リーフレットを作成し、配布する。
25年度実績：デートDV防止ハンドブック 1,000部作成

内  容
女性を応援する情報紙として、女性問題アドバイザーだよりを発
行する。
25年度実績：年3回発行　各500部

内  容

八幡人権・交流センターにおいて女性相談窓口を設置し、DVや
ストーカー、セクハラなどに悩む女性の相談を面接・電話で受け
付ける。また、専門相談員（フェミニスト・カウンセラー）による相談
窓口を開設し、女性にかかわる相談に対応する。
25年度実績：一般相談 496件　専門相談 29件

内  容

女性団体との連携・協力のもと、社会の意識啓発など、女性に対
する暴力の問題に関する取組を一層強化し、女性の人権の尊重
のための意識啓発や教育の充実を図る。
25年度実績：平成25年11月12日街頭啓発実施
　　　    　　　　啓発パネル展示 2回実施

啓発パネル展示

相談窓口設置
フェミニスト・カウンセラー配置

「るーぷ計画Ⅱ」推進

内  容
社会が複雑かつ急速に変化している中で、将来に対応できる地
域に根差した男女共同参画社会をめざす八幡市男女共同参画
プランを策定し、計画に基づく取組を推進する。

講座開催

講座開催

内  容

内  容
男女共同参画社会の実現に向けた市民意識啓発を図るため、市
民を対象とした啓発講座を開催する。
25年度実績：平成25年10月15日開催　参加者 37人

八幡市女性団体連絡協議会と連携し、男女共同参画社会の実
現に向けた市民意識啓発を図るため、やわた男女共同参画るー
ぷフェスティバルを開催する。
25年度実績：平成26年2月8日開催　参加者 110人

中間まとめ
実施

フェスティバル開催

内  容
男女共同参画推進に向け、市民啓発等を行うリーダーの養成を
めざし、講座を開催する。
25年度実績：平成26年3月18日開催　参加者 34人
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第1章第4節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 女性に対する暴力をなくす運動啓発講座 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 ＤＶカード作成 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡市女性会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 八幡市女性団体連絡協議会活動助成 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 女性ルームの運営 人権啓発課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

講座開催

内  容
男女共同参画社会を目指す拠点として、八幡人権・交流セン
ター内に「女性ルーム」を設置し、運営する。

DV被害者は一人で悩まず誰かに相談することが大切であるが、
相談できないことが多い。DVカードを作成し、公共機関等に設置
することにより、相談窓口の周知を図り、被害者の相談を促す。
25年度実績：1,000部作成

女性団体の行う実践活動を支援し、男女共同参画社会の実現を
目指す、八幡市女性団体連絡協議会に対し、活動費の一部を助
成する。
25年度実績：構成員 9団体

内  容

内  容
女性の社会参画促進等を目的とする八幡市女性会に対し、活動
費の一部を助成する。
25年度実績：会員数　75人

内  容

女性団体との連携・協力のもと、社会の意識啓発など、女性に対
する暴力の問題に関する啓発講座を開催し、女性の人権の尊重
のための意識啓発や教育の充実を図る。
25年度実績：平成25年11月19日開催　参加者 16人

内  容

女性ルーム運営

ＤＶカード作成

活動助成
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第５節 国際理解 
 

[めざす姿]  

■ 友好都市等との交流や市内在住の外国人との交流が進むことにより、市民の国

際感覚が高まり、多文化理解が進んでいることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．市民レベルでの国際交

流の促進 
(1) 友好都市等との交流の促進 

２．国際理解の促進 

(1) 多文化理解の促進【重点】 

(2) 受け入れ体制の充実 

 
 

17



第1章第5節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 市民による友好都市交流促進 市民協働推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 絵画交流（マイラン村） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
マイラン村との絵画交流

事業名 小学校外国語活動推進（外国人講師派遣） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
外国人講師派遣

事業名 中学校英語教育推進（外国人講師配置） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

外国人講師配置（全中学校）

事業名 外国人英語指導助手招致 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 公民館講座等開設（外国語講座等） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
外国語講座等開設

事業名 一時帰国中体験入学受入 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
体験入学受入

内  容
外国に移住または滞在し現地の学校に就学している方が、一時
帰国中に市内小中学校への就学を希望される場合、申請に基づ
き体験入学（2ヶ月間）の受入れを行う。

交流に際し市長親書を託す

内  容

友好都市であるアメリカ合衆国マイラン村との交流促進を目的と
して、市内幼稚園園児、小・中学校児童生徒の絵画作品の中か
ら選出した作品による絵画交流等を実施する。
25年度実績:絵画送付 18枚　到着　17枚

内  容

英語能力の向上及び国際理解教育の推進に向け、外国人の英
語指導助手を招致し、中学校における英語科の授業補助及び幼
稚園・小学校における英語体験活動指導を行う。
25年度実績：中学校の英語科の授業補助　52日
　　　　　　　　幼稚園・小学校低学年のふれあい体験活動　10日

内  容
中学校における英語能力の向上及び国際理解教育の推進に向
け、市内全中学校へ外国人講師を配置し、教員の支援を行う。
25年度実績：講師配置　延　540回　延3,769.5時間

平成25年度で終了

内  容

生涯学習の拠点施設である生涯学習センター及び各地域の公
民館等において、外国語講座等の国際交流に向けた講座を開
設する。
25年度実績：開催　9回　参加者　延157人

内  容

内  容

小学校における英語能力の向上及び国際理解教育の推進に向
け、市内全小学校へ外国人講師を派遣し、外国語活動を実施す
る。
25年度実績: 講師派遣 延　246回　延1,722時間

友好都市協定を結んでいるアメリカのマイラン村及び中国の宝鶏
市と市民主体の交流を促進する。
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第２章 次代を担う人づくりを進め、文化芸術を守り育てるまち 

―子育て、教育、文化芸術振興― 

次代を担う子どもたちの健やかな成長は、家庭はもちろんのこと、地域全体の願いでも

あります。喜びを感じ、希望をもち、安心して子どもを産み、育てられる環境整備を総合

的に進めます。 

そして、学校教育・社会教育の連携の重要性を踏まえ、子どもたちが社会の変化に対応

できる力と豊かな人間性を身につけることができるよう、保育・教育施設、家庭、地域の

連携を強化するとともに、社会全体で教育力の向上に努めます。また、子どもたちが安心

して学校生活等を送れるよう施設の整備に努めます。 

市民が文化・芸術・スポーツ等の活動を通じて、地域に愛着をもちながら、心豊かにう

るおいのある暮らしを送ることができるよう、市民の自発的な活動を支援しつつ、豊富な

歴史・文化資源を活かしたまちづくりを進めます。 

■成果指標 ………………………………………………………………………………… 

指  標 計画当初値 25年度実績値 目標値 

保育園の待機児童率 0.4％ ※10.0％ 0.0％ 

子育て支援センター事業の参加人

数 
5,309人/年 15,808人/年 17,700人/年 

京都府小学校学力診断テスト結果

（６年生正答率） 
― 平成 24年度で終了 府平均を上回る 

※2全国学力・学習状況調査結果 

（小学校６年生正答率） 
― 

国語 A 府平均と同じ    

国語 B 府平均以下 

差 3％以内 

算数 A 府平均を 

3％上回る  

算数 B 府平均以下 

差 1％以内 

府平均を上回る 

京都府中学校学力診断テスト結果

（２年生正答率） 
― 

国語 府平均以下 

差 3％以内 

数学 府平均以下 

差 3％以内 

英語 府平均以下 

差 5％を超える 

府平均を上回る 

市内不登校児童出現率（小学校） 
八 幡 市 0.39％ 

全国平均（H17～H22） 

0.32％～0.34％ 
八 幡 市 0.36％ 

0.3％を下回る 

比率 

市内不登校生徒出現率（中学校） 
八 幡 市 4.12％ 

全国平均（H17～H22） 

2.74％～2.91％ 
八 幡 市 4.15％ 

2.7％を下回る 

比率 

八幡市民スポーツ公園利用者数 140,419人/年 139,592人/年 145,000人/年 

八幡市文化センター利用者数 147,917人/年 157,549人/年 170,000人/年 

※1については、平成 26年４月１日実績値 

※2京都府小学校学力診断テストの対象学年から 6年生が外れたことに伴い、代替指標として設置。 

19



第１節 保育・幼稚園 
 

[めざす姿]  

■ すべての子どもがいきいきと活動でき、親が子育てに喜びを感じ、希望が持て

るよう、地域におけるさまざまな機関が連携するなかで、子育て環境及び保育・

教育内容が充実していることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．子育て支援の充実 

(1) 「八幡市次世代育成支援行動計画」の推進 

(2) 子育て環境の充実【重点】 

２．保育園・幼稚園の運営 

(1) 保育園の運営 

(2) 幼稚園教育の推進 

(3) 保育内容・教育内容の充実【重点】 
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 次世代育成支援行動計画策定・推進 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【充実】子ども・子育て支援事業計画策定・推進 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【新規】子ども・子育て支援新制度導入 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 就学前施設再編計画策定・推進 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

計画推進

事業名 八幡市特定事業主行動計画策定・推進 人事課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

次期計画策定・推進

事業名 子育て支援総合ガイドブック配付 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

窓口等配置・配付

事業名 ファミリーサポートセンター 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

利用会員・サポート会員募集
一時預かり実施
講習会開催
交流会開催

事業名 子育て支援センター事業「あいあいポケット」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

あいあいポケット運営

事業名 第二子育て支援センター事業「そよかぜ」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

そよかぜ運営

計画策定
計画推進

子ども・子育て会議開催 委員改選

導入・運用

内  容

内  容

内  容

指月児童センター内において、育児援助を行いたい方（サポート
会員）と育児援助を受けたい方（利用会員）による、相互援助活
動の調整を行うファミリーサポートセンターを運営する。
25年度実績：総会員数258人
　　 　　　　 　一時預かり・送迎等　延362件

内  容

次代を担う子どもたちを健やかに生み育てられる環境整備を図る
ため、八幡市も一つの事業主として、職員の子どもたちの健やか
な育成に向けた八幡市特定事業主行動計画を策定し、計画に基
づく取組を推進する。

子ども・子育て支援新制度の導入に向け、民間保育園のこども園
化に向けた先進地視察を行うほか、運用に係る関係条例等及び
システムの整備を行う。

内  容

内  容

地域における教育・保育内容の充実及び子育て支援事業の提
供体制の確保等に向け、5年を1期とする子ども・子育て支援事業
計画を策定し、計画に基づく取組を推進する。
25年度実績：子ども・子育て会議設置、ニーズ調査実施

内  容

計画推進

平成26年度で終了

指月児童センター内において、乳幼児とその保護者を対象とし
て、育児に関する相談・指導や情報提供を行う子育て支援セン
ター「あいあいポケット」を運営する。
25年度実績：電話相談　延14件
　　  　　　　　来所・出張相談　延1,813件

子ども会議において実施された平成25年実施のニーズ調査の結
果等をもとに、効果的・効率的な保育運営を行うため、就学前施
設再編計画を策定し、計画に基づく取組を推進する。
25年度実績：ニーズ調査実施

行動計画推
進

先進地視察
実施

関係条例等
及びシステ

ム整備

平成17年度から26年度までの10年間を計画期間とする次世代育
成支援行動計画（平成21年度までが前期、平成22年度から26年
度までが後期）を策定し、計画に基づく児童福祉施策等を推進す
る。

出産から中学校卒業程度までの子育てに関する市の施策等をま
とめたガイドブックを配付し、子育て支援施策の周知を図る。

計画策定

内  容

内  容

南ヶ丘第二保育園内において、乳幼児とその保護者を対象とし
て、育児に関する相談・指導や情報提供を行う第二子育て支援
センター「そよかぜ」を運営する。
25年度実績：電話相談　延1件
　　　 　　　　　来所・出張相談　延799件
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 子育て支援センターだより等発行 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

センターだより発行
子育て情報誌発行

事業名 子育て支援センター事業「ままくらぶ」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

ままくらぶ運営

事業名 子育て支援センター事業「ひよこサロン」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

サロン開催

事業名 子育て支援センター事業「あいあいサロン」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

サロン開催

事業名 子育て支援センター事業「双子(多胎児）交流会」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

交流会開催

事業名 子育て支援センター事業「そよかぜサロン」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

サロン開催

事業名 子育て支援センター事業「妊婦サロン」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

サロン開催

事業名 子育て支援センター事業「赤ちゃんの広場」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

赤ちゃんの広場開催

事業名 子育て支援センター事業「あそびの広場」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

あそびの広場開催市内3施設（美濃山コミュニティセンター、竹園児童センター、橋
本児童センター）において、妊婦さんと1歳半から就学前の親子
を対象に、親子で遊べる場、子育て相談のできる集いの場を開
設する。
25年度実績：市内3施設　利用者　延1,197人

内  容

市内4施設（美濃山コミュニティセンター、竹園児童センター、橋
本児童センター、美濃山グリーンタウン集会所）において、妊婦さ
んとおおむね生後2カ月から1歳半の親子を対象に、親同士の交
流、子育て相談のできる集いの場を開設する。
25年度実績：市内4施設　利用者　延791人

内  容

子育て支援センター「あいあいポケット」において、妊婦さんとお
おむね生後2カ月から1歳半までの親子を対象に、親同士の交
流、子育て相談のできる集いの場を開設する。
25年度実績：利用者　延247人
　　　　　  　　 対象者（概ね生後７か月→2か月）

内  容

子育て支援センター「そよかぜ」において、妊婦さんとおおむね
生後2カ月から１歳半までの親子を対象に、親同士の交流、子育
て相談のできる集いの場を開設する。
25年度実績：利用者　延166人

市内３施設（美濃山コミュニティセンター、男山公民館、橋本児童
センター）において、多胎児を妊娠している方や、多胎児の子ど
もがいる親子を対象に、子育て相談のできる交流の場を開設す
る。
25年度実績：利用者　延17人

子育て支援センター「あいあいポケット」及び「そよかぜ」において
実施する事業や、子育て支援に関する情報を記載した広報紙等
を作成・発行する。
25年度実績：子育て情報誌発行　年1回

市内３施設（あいあいポケット、そよかぜ、美濃山コミュニティセン
ター）において、妊婦さん同士の交流の場を開設する。

内  容

内  容

美濃山小学校内放課後児童健全育成施設において、妊婦さんと
おおむね生後2カ月から就学前の親子を対象とした出張子育て
支援センターを運営する。
25年度実績：利用者　延1,362人

内  容

子育て支援センター「あいあいポケット」において、妊婦さんとお
おむね生後2カ月から6カ月の親子を対象に、親同士の交流、子
育て相談のできる集いの場を開設する。
25年度実績：利用者　延61人

内  容

内  容

内  容
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 子育て支援センター事業「お話の出前」 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

随時開催

事業名 子育て支援サークル等の育成・支援 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

講座等開催

事業名 第三子育て支援センター整備 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

必要に応じ
改修等実施

事業名 【新規】子育て世帯臨時特例給付金 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 有都こども園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 南ヶ丘保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育実施
時間外保育実施
産休明け保育実施
家庭支援推進保育事業実施
各種検診実施

事業名 南ヶ丘第二保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育実施
時間外保育実施
産休明け保育実施
家庭支援推進保育事業実施
各種検診実施

事業名 みその保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育実施
時間外保育実施
延長保育実施
産休明け保育実施
各種検診実施

事業名 みやこ保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育実施
時間外保育実施
家庭支援推進保育事業実施
各種検診実施

開所

子育て支援実施平成9年度より合同保育を行ってきた有都幼稚園・有都保育園に
ついて、京都府下初の認定こども園として、平成25年4月に開
園。就学前の子どもに対する教育及び保育、保護者に対する子
育て支援を総合的に実施する有都こども園を運営する。
25年度実績：開園、子育てオープンスペース整備

内  容
市内各施設において、子どもを対象とした「お話」の出前を行う。
25年度実績：参加者　延213人

生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児期において、乳幼児
の健全な心身の発達を図るため、公立保育園としてみその保育
園を運営する。
25年度実績：園児数　延1,698人

内  容

生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児期において、乳幼児
の健全な心身の発達を図るため、公立保育園としてみやこ保育
園を運営する。
25年度実績：園児数　延288人

内  容

内  容

内  容

生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児期において、乳幼児
の健全な心身の発達を図るため、公立保育園として南ヶ丘第二
保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延869人

美濃山地域への子育て支援施設の新設について、平成26年度
の完成を目指し取組を進める。
25年度実績：用地取得

子育て支援サークルの育成及び支援を図るため、講座等の開催
を行う。
25年度実績：講座7回開催　延168人参加

生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児期において、乳幼児
の健全な心身の発達を図るため、公立保育園として南ヶ丘保育
園を運営する。
25年度実績：園児数　延791人

給付金支給

平成26年4月の消費税率引き上げに伴う、子育て世代の影響を
緩和し、消費の下支えを図るため、臨時的な給付措置として、平
成26年1月分の児童手当の受給者（特例給付を含む）に対し、子
育て世帯臨時特例給付金を支給する。（資格制限あり）

平成26年度で終了

内  容

内  容

内  容

実施設計
建築・外溝

工事

完成

内  容

23



第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 有都保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育実施
時間外保育実施
各種検診実施

事業名 わかたけ保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育実施
時間外保育実施
延長保育実施

事業名 八幡保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常・時間外保育実施

事業名 西遊寺保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常・時間外保育実施

事業名 山鳩保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常・時間外保育実施

事業名 男山保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常・時間外保育実施

事業名 ぶどうの木保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常・時間外保育実施

事業名 くすのき保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常・時間外保育実施

事業名 山鳩第二保育園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常・時間外保育実施

内  容

内  容

保育内容の充実、保育環境の向上を図るため、社会福祉法人若
竹福祉会への委託により民間保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延2,637人

保育内容の充実、保育環境の向上を図るため、社会福祉法人徳
風会への委託により民間保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延2,276人

保育内容の充実、保育環境の向上を図るため、社会福祉法人若
竹福祉会への委託により民間保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延2,481人

内  容
保育内容の充実、保育環境の向上を図るため、宗教法人正法寺
への委託により民間保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延869人

内  容

内  容

生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児期において、乳幼児
の健全な心身の発達を図るため、公立幼保合同園として有都保
育園を運営する。
25年度実績：園児数　延862人

各種検診実施

保育内容の充実、保育環境の向上を図るため、社会福祉法人イ
エス団への委託により民間保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延1,800人

生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児期において、乳幼児
の健全な心身の発達を図るため、公立保育園としてわかたけ保
育園を運営する。
25年度実績：園児数　延1,723人

保育内容の充実、保育環境の向上を図るため、社会福祉法人若
竹福祉会への委託により民間保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延1,360人

保育内容の充実、保育環境の向上を図るため、宗教法人西遊寺
への委託により民間保育園を運営する。
25年度実績：園児数　延608人

内  容

内  容

内  容

内  容
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 広域入所枠確保 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

つぼみ保育園での入所枠確保

事業名 公立保育園整備 福祉総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 公立保育園施設防災機能強化整備 福祉総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

全園を対象に順次実施

事業名 公立保育園備品等整備（AED等） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 公立保育園緊急連絡網メール配信 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保護者へのメール配信実施

事業名 公立保育園家庭支援推進保育事業 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

加配保育士配置

事業名 公立保育園給食事業 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

全園で完全給食実施

事業名 公立保育園延長保育事業 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

延長保育実施

事業名 公立保育園障がい児保育 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

加配保育士・障がい児カウンセラー
配置
スクリーニング実施

順次耐震補強工事実施

AEDその他備品等整備

内  容

子どもの健全な発育等に見合った食事を家庭における食生活と
連携し提供するため、公立保育園全園での完全給食を実施す
る。
25年度実績：6園で実施　延3,736人

内  容

内  容

内  容

公立保育園全園において、特別支援教育の充実を図るため、加
配保育士及び障がい児カウンセラーを配置し、障がい児保育を
実施する。また、障がいの早期発見のため、4歳児を対象としたス
クリーニングを行う。
25年度実績：6園で実施　延180人

内  容

公立幼稚園における園児の安心・安全な園生活を確保するた
め、緊急時に使用できるAEDを設置する。
25年度実績：電極パッド更新

公立保育園について、必要に応じ施設改修等の整備を行う。ま
た、八幡市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を行う。
25年度実績：1園耐震補強設計実施（みその）

内  容

内  容
公立保育園全園において、保育ニーズの多様化に対応し、通常
及び時間外保育時間（11時間）を超えて延長保育を実施する。
25年度実績：2園で実施（みその・わかたけ）　延631人

内  容

安心・安全な保育環境整備に向け、地区の不審者情報や遠足の
解散時間等の通知を、緊急連絡網にて保護者にメール配信す
る。
25年度実績：メール配信開始

内  容
公立保育園において、保育を行う上で、家庭環境に対する配慮
など特に家庭支援が必要とされる園に、加配保育士を配置する。
25年度実績：配置5園

京都市と広域入所に関する協定を締結し、京都市内の保育園に
おいて、長町・樋ノ口地区等の在住者専用入所枠を確保する。
25年度実績：入所枠15人分　園児数　延156人

耐震化の完了した公立保育園について防災機能の強化を図るた
め、備品転倒防止対策や外壁・照明塔落下防止対策及びガラス
飛散防止フィルム貼付等の非構造部材耐震化及び避難所機能
強化に向けた整備を行う。
25年度実績：1園工事実施（有都）
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 公立保育園産休明け保育 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

産休明け保育実施

事業名 日本スポーツ振興センター負担金(公立保育園） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

共済掛金負担及び一部助成

事業名 公立保育園園長補佐のフリー化 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

園長補佐のフリー化

事業名 保育園保育料減免（台風18号被災者支援） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 公立保育園保育園児のつどい 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

第28回開催 第29回開催 第30回開催

事業名 乳幼児健康支援デイサービス事業（病後児保育） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

病後児保育実施

事業名 乳幼児健康支援デイサービス事業利用料減免（台風18号被災者支援） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 病児保育整備促進事業助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【新規】病児保育事業助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

運営助成

平成25年度で終了

内  容
平成25年9月16日の台風18号による豪雨で床上浸水を受けた住
宅の居住者で、一定の要件に該当する方を対象に、乳幼児健康
支援デイサービス事業利用料の減免を行う。

平成25年度で終了

平成25年度で終了

内  容

内  容

内  容
病気中や回復期にあり保育所に通えない児童等を預かり保育・
看護する病児保育室を運営する医療法人に対し、運営費の一部
を助成する。

小学校3年生までの児童が、病気回復期に自宅待機を余儀なくさ
れる期間、京都八幡病院への委託により、一時的な病後児保育
を実施する。
25年度実績：1施設で実施　利用者　延58人

内  容

病気中や回復期にあり保育所に通えない児童等の預かり保育・
看護を行う病児保育室を設置する医療機関に対し、平成26年度
の事業開始に向け、開設に必要な施設改修経費の一部を助成
する。
25年度実績：助成2病院

内  容

公立保育園において、産休明け後（生後57日以降）から保育を
行う。
25年度実績：3園で実施（南ケ丘・南ヶ丘第二・みその）
                  延24人

内  容

公立保育園において、園児及び保護者の交流を図るため、園児
とその保護者が集い、年に１度（１月頃）、４～５歳児が文化セン
ター大ホールにて歌の発表やコンサートなどを楽しむ「保育園児
のつどい」を開催する。
25年度実績：参加園児数298人

2施設
運営開始

公立保育園において、園児のために加入した独立行政法人日本
スポーツ振興センター法の災害共済給付に係る共済掛金を支払
うとともに、保護者の負担軽減を図るため掛金の一部を助成す
る。
25年度実績：383人分

内  容

公私立保育園全園において、園長補佐をフリーの状態とし、地域
住民への情報提供、子育て相談、職員の資質向上等の業務を行
う。
25年度実績：6園で実施

内  容

平成25年9月16日の台風18号による豪雨で床上浸水を受けた住
宅の居住者で、一定の要件に該当する方を対象に、保育園保育
料の減免を行う。
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 【新規】病児保育利用料助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

利用料助成

事業名 民間保育園運営費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

運営助成

事業名 職員給与改善費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

人件費助成

事業名 民間保育所職員等処遇改善臨時特例事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

人件費助成

事業名 日本スポーツ振興センター共済掛金助成（民間保育園） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

共済掛金助成

事業名 【新規】保育士等研修事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

研修参加費等助成

事業名 5歳児遠足事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業助成

事業名 児童各種検診費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

各種検診費助成

事業名 時間外保育事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業助成

内  容
保育士等の専門性の向上と質の確保を目的として、民間保育園
に対し、京都府保育協会の主催する研修への参加費等の一部を
助成する。

内  容

民間保育園に対し、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する常
勤保育士の勤労意欲の向上と定着化を図ることを目的として、人
件費の一部を助成する。
25年度実績：助成7園

内  容
病気中や回復期にあり保育所に通えない児童等を預かり保育・
看護する病児保育室を利用する生活保護及び市民税非課税世
帯に対し、病児保育利用料の一部を助成する。

保育内容の充実、職員の処遇ならびに資質の向上及び施設の
維持・改修等を図るため、民間保育園に対し、運営費の一部を助
成する。
25年度実績：助成7園

内  容

内  容
保育士等職員の処遇改善を行うため、民間保育園に対し、職員
の給与改善費を助成する。
25年度実績：助成7園

民間保育園に対し、自然または他園児とのふれあい等を図ること
を目的に全園合同で実施する5歳児遠足事業費の一部を助成す
る。
25年度実績：助成7園

内  容

民間保育園に対し、保護者の負担軽減を図るために園児を対象
として加入した、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災
害共済給付にかかる共済掛金を助成する。
25年度実績：助成7園

内  容

保育ニーズの多様化に対応するため、民間保育園に対し、正規
の保育時間開始前に保育を必要とする園児の保育費の一部を
助成する。
25年度実績：助成7園

内  容

民間保育園に対し、年2回実施する園児の各種検診経費を助成
する。　＜各種検診内容＞
内科・歯科・耳鼻咽喉科・眼科、ぎょう虫・尿検査
25年度実績：助成7園

内  容
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 延長保育事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業助成

事業名 【充実】一時保育事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業助成

事業名 障がい児保育事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

保育士等加配助成

事業名 施設振興費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業助成

事業名 園児減尐対策費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

人件費助成

事業名 家庭支援推進保育事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

保育士加配助成

事業名 施設整備資金借入金利子補給助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

利子補給

事業名 保育園用地賃借料助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

賃借料助成

事業名 【充実】施設整備事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

施設整備事業費助成

ぶどうの木
保育園
増改築

くすのき
保育園

助成開始

内  容

保育ニーズの多様化に対応するため、民間保育園に対し、正規
の保育時間終了後に保育を必要とする園児の保育費の一部を
助成する。
25年度実績：助成7園

内  容
国の補助制度の採択を受けた社会福祉法人を対象に、保育園
の創設や園舎の大規模改修等に要した経費の一部を助成する。

民間保育園に対し、独立行政法人福祉医療機構等の金融機関
から借り入れた施設整備資金の利子返済額を助成する。
25年度実績：助成1園

内  容

民間保育園に対し、障がい児保育に要する保育士等加配費用
について、障がい児の人数に応じて助成する。
25年度実績：助成7園

内  容
民間保育園に対し、備品購入及び施設修繕等にかかる費用の
一部を助成する。
25年度実績：助成7園

内  容

内  容

民間保育園に対し、入所児童数が定員の90％に満たないことに
伴う職員の人件費等の補填を図ることを目的として、人件費の一
部を助成する。
25年度実績：助成4園

内  容

就労形態の多様化や保護者の傷病等による緊急時の一時的な
保育需要に対応するため、民間保育園に対し一時保育事業費の
一部を助成する。
25年度実績：助成2園

内  容
保育を行う上で特に家庭支援が必要とされる園児の多い民間保
育園に対し、保育士加配費用の一部を助成する。
25年度実績：助成1園

借地上に保育園を新設した法人に対し、入所開始から10年間、
当該借地の賃料の一部を助成する。
25年度実績：助成1園

内  容
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第2章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 保育園入園緊急整備事業費助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

施設整備事業費助成

事業名 八幡幼稚園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育事業実施
預かり保育実施
障がい児保育実施

事業名 八幡第二幼稚園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育事業実施
預かり保育実施
障がい児保育実施

事業名 八幡第三幼稚園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育事業実施
預かり保育実施
障がい児保育実施

事業名 八幡第四幼稚園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育事業実施
預かり保育実施
障がい児保育実施

事業名 橋本幼稚園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育事業実施
預かり保育実施
障がい児保育実施

事業名 有都幼稚園運営 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

通常保育事業実施
預かり保育実施
障がい児保育実施

事業名 幼稚園施設設備等維持管理 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設・設備等維持管理

事業名 幼稚園整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

内  容

園児の安全確保等を図るため、公立幼稚園施設・設備（自動火
災報知機、大型遊具・体育施設）の保守点検や高木剪定、軽微
な修繕や備品等の作製・修理を実施する。
25年度実績：6園

生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児期において、幼児の健
全な心身の発達を図るため、公立幼稚園として八幡第四幼稚園
を運営する。
平成25年5月1日現在　6クラス107人

内  容

生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児期において、幼児の健
全な心身の発達を図るため、公立幼稚園として橋本幼稚園を運
営する。
平成25年5月1日現在　6クラス136人

内  容

生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児期において、幼児の健
全な心身の発達を図るため、公立幼保合同園として有都幼稚園
を運営する。
平成25年5月1日現在　5クラス54人

園児数の急激な増加に伴う保育需要増加に対応するため、民間
保育園に対し、屋外遊技場拡張等にかかる施設整備費の一部を
助成する。
25年度実績：山鳩第二保育園へ助成

内  容

内  容
公立幼稚園について、必要に応じ施設改修等の整備を行う。【耐
震化完了】

生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児期において、幼児の健
全な心身の発達を図るため、公立幼稚園として八幡幼稚園を運
営する。
平成25年5月1日現在　5クラス87人

内  容

生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児期において、幼児の健
全な心身の発達を図るため、公立幼稚園として八幡第三幼稚園
を運営する。
平成25年5月1日現在　4クラス69人

内  容

内  容

内  容

生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児期において、幼児の健
全な心身の発達を図るため、公立幼稚園として八幡第二幼稚園
を運営する。
平成25年5月1日現在　4クラス66人
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 【充実】幼稚園空調設備整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 幼稚園施設防災機能強化整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 幼稚園オートロック設備整備 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 幼稚園施設環境整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設・設備補修

事業名 幼稚園教材等整備 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

教材・管理備品購入

事業名 日本スポーツ振興センター負担金（公立幼稚園） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

共済掛金負担及び一部助成

事業名 幼稚園食中毒対策 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

検便・意識啓発等実施

事業名 幼稚園預かり保育 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

公立幼稚園全園で実施

事業名 幼稚園障がい児保育 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

加配教諭・障がい児カウンセラー配置
スクリーニング実施

内  容

公立幼稚園において、園児のために加入した独立行政法人日本
スポーツ振興センター法の災害共済給付に係る共済掛金を支払
うとともに、保護者の負担軽減を図るため掛金の一部を助成す
る。
25年度実績：助成524人分

内  容

公立幼稚園全園において、就労や多様な保護者のニーズに対
応するため、保育終了後及び夏季休業中に預かり保育を実施す
る。
25年度実績：6園で実施

内  容

内  容
保育・教育環境の改善を図るため、公立幼稚園の施設・設備に
ついて、老朽化等に伴う維持修繕を行う。
25年度実績：補修等実施　6園

内  容

内  容
公立幼稚園において、幼児教育等に必要な教材及び運営に係
る備品等を整備する。

不審者等の園内への侵入を未然に防ぐため、公立幼稚園全園
（整備済みの八幡第四幼稚園を除く）にオートロック設備を整備
する。
25年度実績：オートロック設備整備5園

公立幼稚園の園児を対象とした食中毒防止を図るための各種取
組を実施する。

内  容
公立幼稚園において熱中症対策等の環境向上を図るため、空調
設備の整備を行う。
25年度実績：空調設備実施設計　5園

公立幼稚園において、特別支援教育の充実を図るため、加配教
諭及び障がい児カウンセラーを配置し、障がい児保育を実施す
る。また、障がいの早期発見のため、4歳児を対象としたスクリー
ニングを行う。
25年度実績：6園で実施

平成25年度で終了

平成25年度で終了

5園
空調設備

整備

内  容
公立幼稚園において、窓ガラス、照明器具等の非構造部材の落
下防止等の耐震化や防災機能の強化を行う。
25年度実績：非構造部材耐震化工事実施　6園

内  容
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 幼稚園のつどい 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

第32回開催 第33回開催 第34回開催

事業名 幼稚園開放（特色ある園づくり） 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

公立幼稚園全園で実施
一部私立幼稚園で実施

事業名 幼児教育推進プロジェクト事業 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

調査研究・視察等実施
啓発冊子作成

事業名 幼稚園教職員研修 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

研修参加

事業名 【新規】京都府公立幼稚園教育研究会研究発表 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

研究発表会開催

事業名 私立幼稚園就園奨励等助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

就園助成

事業名 私立幼稚園健康診断等助成 保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

健康診断費助成

内  容

保育・教育内容の充実を図るため、公立幼稚園教諭を対象に、
学力向上、学級運営、ふるさと意識推進等に関する研修への参
加を行う。
25年度実績：研修参加　12回

内  容
幼児の心身の健全な生育を図るため、私立幼稚園に対し、園児
の健康診断費の一部を助成する。
25年度実績：助成　3園　427人

内  容

内  容

京都府公立幼稚園教育研究会から指定を受け、幼児教育に係る
研究発表を実施する。
＊研究指定園：八幡第二幼稚園
＊研究主題：「支えあい、育ちあい、わかちあう仲間」～つながる
喜びを感じ、遊びこめる子どもをめざして～

内  容

私立幼稚園に就園する幼児の保護者を対象に、その負担軽減を
図るため、所得区分に応じて保育料の減免を行う事業者に対し、
その費用の一部を助成する。
25年度実績：助成　13園　348人

内  容

公立幼稚園の園児及び保護者の交流を図るため、園児とその保
護者が集い、年に1度(11月頃）市内の幼稚園4～5歳児が文化セ
ンター大ホールにて音楽会・絵画の表現発表を行う「幼稚園のつ
どい」を開催する。
25年度実績：第31回開催（平成25年11月16日）

内  容

共に育み、共に育ち合う「共育」の視点により、子ども・子育て新
システムへの対応及び子どもの発達支援に向けた調査研究、視
察等を実施する。
25年度実績：会議開催7回、視察実施1回、講座開催2回等

入園前の幼児と保護者の集う場として、月に数回、公立幼稚園及
び一部の私立幼稚園を開放する。
25年度実績：公立園　全園116回  私立園　2園22回
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第２節 児童・母子・父子福祉 
 

[めざす姿]  

■ 次代を担う児童が心身ともに健全に育成される環境の実現に向けて、関係機関

の相互連携が強化され、相談・支援体制が充実していることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．児童福祉の充実 

(1) 相談・支援体制の充実【重点】 

(2) 支援施策の充実 

(3) 児童の健全育成【重点】 

２．母子・父子福祉の充実 

(1) 相談・支援体制の充実【重点】 

(2) 生活援助制度の充実 

(3) 母子福祉団体の育成 
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第2章第2節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 家庭児童相談室運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
相談・指導の実施

事業名 要保護児童訪問支援事業 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
訪問による児童の安否確認・生活改善

事業名 児童手当支給 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
手当支給

事業名 児童扶養手当支給 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
手当支給

事業名 特別児童扶養手当支給申請受付 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
申請受付

事業名 助産費助成 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
助産施設入所費助成

事業名 八幡こどもセンター運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 都児童センター運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 地域交流支援事業（都児童センター） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
講座等開催

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、遊びの場及び機会
の提供、児童の健全育成を行う施設の一つとして、都児童セン
ターを運営する。
25年度実績：利用人員　延1,927人

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、児童厚生施設の運
営を行う。健全な遊び場、機会を提供し、児童の健全育成を行
う。
25年度実績：講座5回開催　延65人参加

内  容

精神もしくは身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を
家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代
わって児童を養育している場合に支給される、特別児童扶養手
当の支給申請受付を行う。

内  容

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産が
困難な妊産婦を対象に、助産施設への入所費の一部を助成す
る。
25年度実績：助成12人

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、遊びの場及び機会
の提供、児童の健全育成を行う施設の一つとして、八幡こどもセ
ンターを運営する。
25年度実績：利用人員　延3,200人

内  容

家庭相談員により、児童及び保護者に対して電話・面接等により
相談・指導等を行い、家庭における適正な児童養育やその他家
庭児童福祉の向上を図る。
25年度実績：家庭相談員6人　相談件数505件

内  容
平成24年3月まで実施の「子ども手当」に代わる新たな制度とし
て、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の
児童を養育している方を対象に、児童手当を支給する。

内  容

内  容
訪問による養育支援が特に必要であると判断される家庭に対し、
育児・家事援助を社会福祉協議会への委託により実施する。
25年度実績：訪問支援延21件

離婚等により父（母）親と生活を共にできない児童の母（父）親、
父（母）親、または重度の障がい者である母（父）親（または母親
にかわってその児童を養育している方）を対象に年3回支給す
る。
25年度実績：支給延16,271人
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第2章第2節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 南ヶ丘児童センター運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 地域交流支援事業（南ヶ丘児童センター） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
講座等開催

事業名 竹園児童センター運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 指月児童センター運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 橋本児童センター運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 男山児童センター運営 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 【充実】児童センター等整備 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

改修等実施

事業名 放課後児童健全育成事業（八幡小学校） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

事業名 放課後児童健全育成事業（中央小学校） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

南ヶ丘児童
センター改
修工事等

内  容

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、八幡小学校内において実施する。
25年度実績：児童数　延1,062人

内  容
エアコン

更新

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、遊びの場及び機会
の提供、児童の健全育成を行う施設の一つとして、男山児童セン
ターを運営する。（平成20年度から放課後児童育成事業専用施
設として利用）

内  容

市内7ヶ所の児童センター及び子どもセンターについて、必要に
応じ施設改修等の整備を行う。また、八幡市建築物耐震改修促
進計画に基づき、耐震化を行う。
25年度実績：南ケ丘児童センター耐震診断

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、中央小学校において運営する。
25年度実績：児童数　延292人

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、遊びの場及び機会
の提供、児童の健全育成を行う施設の一つとして、橋本児童セン
ターを運営する。
25年度実績：利用人員　延1,618人

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、児童厚生施設の運
営を行う。健全な遊び場、機会を提供し、児童の健全育成を行
う。
25年度実績：講座78回開催　延1,389人参加

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、遊びの場及び機会
の提供、児童の健全育成を行う施設の一つとして、竹園児童セン
ターを運営する。
25年度実績：利用人員　延4,561人

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、遊びの場及び機会
の提供、児童の健全育成を行う施設の一つとして、指月児童セン
ターを運営する。
25年度実績：利用人員　延6,598人

内  容

児童の健康の増進と豊かな情操を育むため、遊びの場及び機会
の提供、児童の健全育成を行う施設の一つとして、南ヶ丘児童セ
ンターを運営する。
25年度実績：利用人員　延11,725人
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第2章第2節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 放課後児童健全育成事業（南山小学校） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

事業名 放課後児童健全育成事業（有都小学校） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

事業名 放課後児童健全育成事業（美濃山小学校） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

事業名 放課後児童健全育成事業（男山児童センター） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

事業名 放課後児童健全育成事業（竹園児童センター） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

事業名 放課後児童健全育成事業（橋本児童センター） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種事業実施

事業名 放課後児童健全育成施設使用料減免（台風18号被災者支援） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【充実】放課後児童健全育成施設整備 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

必要に応じ改修等実施

第三子育て
支援ｾﾝﾀｰ
内設置工事

事業名 母子福祉推進員活動助成 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

内  容

内  容

地域の母子・寡婦福祉の推進を図るため、母子福祉推進員に対
し、母子家庭及び寡婦への相談・指導等にかかる活動費の一部
を助成する。
25年度実績：推進員3人

平成25年度で終了

内  容

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、男山児童センター内において実施する。
25年度実績：児童数　延919人

内  容

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、有都小学校内において実施する。
25年度実績：児童数　延297人

内  容

内  容

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、南山小学校内において実施する。
25年度実績：児童数　延664人

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、美濃山小学校内において実施する。
25年度実績：児童数　延1,161人

内  容

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、竹園児童センター内において実施する。
25年度実績：児童数　延920人

内  容

両親または保護者などが就労等のため、昼間家庭が留守となる
小学校1年生から4年生までの児童を保護する放課後児童健全
育成事業を、橋本児童センター内において実施する。
25年度実績：児童数　延1,378人

平成25年9月16日の台風18号による豪雤で床上浸水を受けた住
宅の居住者で、一定の要件に該当する方を対象に、放課後児童
健全育成施設使用料の減免を行う。

内  容
放課後児童健全育成施設8施設について、必要に応じ施設改修
等の整備を行う。（児童館併設の4施設は児童館改修時に実施）
25年度実績：2施設改修等実施（南山小学校・美濃山小学校）
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第2章第2節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 母子生活支援施設入所 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設入所による自立支援

事業名 母子自立支援推進 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
常時相談対応

事業名 自立支援教育訓練給付金 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
給付金支給

事業名 高等職業訓練促進給付金 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
給付金支給

事業名 高等職業訓練修了支援金 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
一時金支給

事業名 児童虐待防止啓発講演会 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
講演会開催

事業名 母子家庭奨学金・交通遺児奨学金等申込受付 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
申込受付

事業名 ＪＲ通勤定期乗車券割引制度（証明書発行） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
証明書発行

事業名 府営住宅特定目的優先入居申込受付（母子世帯等） 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
申込受付

内  容

対象資格
拡大

市内の京都府営住宅について、特定目的優先入居（母子・父子
家庭）の申込受付を行う。

内  容

１人親家庭の母または父が厚生労働大臣指定教育訓練講座を
受講した場合に、受講費用の20％相当額（上限10万円）を支給
する。
25年度実績：父子家庭に対象拡大

高等職業訓練促進給付金を受給し、修業期間を修了した方を対
象に、一時金を支給する。
（非課税世帯：50,000円、課税世帯：25,000円）
25年度実績：非課税世帯2人　課税世帯1人

内  容
母子家庭の自立・就労支援や子育て相談等を行う女性の母子自
立支援員を子育て支援課に配置し、常時相談に応じる。
25年度実績：相談254件

自立支援を必要とする母子世帯等を対象として、母子生活支援
施設への入所により、自立に向けた生活支援を行う。
25年度実績：入所施設2施設
　　　  　　　　　入所者数2世帯　児童3人　母2人

内  容

内  容

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士の資格
取得に向け養成機関へ通学している１人親家庭の母または父を
対象として、2年を限度に支給する。（非課税世帯：月額100,000
円または141,000円、課税世帯：月額70,500円）
25年度実績：受給者8人（非課税世帯7人　課税世帯1人）

内  容
児童手扶養手当を受給している世帯について、ＪＲ通勤定期乗車
券が3割引になる特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券
購入証明書を発行する。

母子家庭の子の教育や養育に要する経費に対して支給される奨
学金や交通事故により父母などを亡くされた子の教育等の経費
に対する奨学金、または高等学校入学支度金の支給【京都府制
度】について、申込受付を行う。

内  容

児童虐待防止に向け、「児童虐待防止推進月間」の取組の一部
として、要保護児童対策地域協議会との共催により、啓発講演会
を年１回開催する。
25年度実績：参加者75人

内  容

内  容
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第2章第2節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 人間ドック（母子家庭等母対象）申込受付 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
申込受付

事業名 一路会活動助成 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 綴喜連合母子会活動助成 子育て支援課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

内  容
母子家庭の母を対象として、指定医療機関にて行われる半日人
間ドック（京都府制度）の申込受付を行う。

内  容

綴喜地区において、母子・寡婦家庭を対象とした相談活動やふ
れあい事業、研修会等を行う綴喜連合母子会に対し、活動費の
一部を助成する。
25年度実績：構成員4団体

内  容

母子・寡婦家庭を対象とした相談活動やふれあい事業、研修会
等を行う八幡市一路会（母子会）に対し、活動費の一部を助成す
る。
25年度実績：会員数64人
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第３節 学校教育 
 

[めざす姿]  

■ 家庭・地域と連携した開かれた学校づくりや学校施設の整備が進み、子どもが

楽しく学校に通うなかで、確かな学力、豊かな人間性、健康な体力など「主体

的に生きる力としての人間力」が育成される学校教育が進んでいることをめざ

します。 

 

 

[施策体系] 

１．学校ユニバーサルデザ

イン化構想1の推進 

(1) 学力向上と個性を活かす教育の推進【重点】 

(2) 豊かな人間性を育む教育の推進 

(3) 社会の変化に対応する教育の推進 

(4) 教育コミュニティづくりの推進 

(5) 教育指導体制の充実 

２．学校施設・教育環境の

充実 

(1) 教育環境の充実 

(2) 学校施設の大規模改修計画の推進 

３．教育支援センターの運     

営 

(1) 不登校対策の充実【重点】 

(2) 教育相談事業の充実 

(3) 特別支援教育2の充実 

４．一貫性・連続性に配慮

した教育の推進 

(1) 小中一貫教育の推進【重点】 

(2) 保幼小及び中高連携の推進 

 

 

                             
1 学校ユニバーサルデザイン化構想：市民から学校が信頼され、子どもたちが安心して通うことのできる、楽しく魅力あ
る学校づくりのため、あらゆる人が安心して快適に生活できる社会の実現をめざした「ユニバーサルデザイン」を基本
理念として、「かたち（体制・仕組）」と「きもち（発想・意識）」を変え、子どもたちの夢と志を育む教育の実現を
めざした構想。 

2 特別支援教育：平成 19 年４月に施行された改正学校教育基本法により、障がいのある子どもたちが自立し、社会参加
するために必要な力を培うため、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、生活や学
習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 【新規】男山地区スタディサポート事業（小学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
小学生学力向上教室運営
　学習支援員による自学自習支援
　英語教室実施

事業名 【新規】男山地区スタディサポート事業（中学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
中学生学力向上講座運営
　民間事業者による学習機会の提供
　（科目：英語・数学）

事業名 学力向上支援システム活用 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
全小中学校で活用

事業名 学習支援員配置（学力向上推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
全小中学校に配置

事業名 スクールソーシャルワーカー配置（学力向上推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
全中学校に配置

事業名 全国学力・学習状況調査（学力向上推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

学力状況の分析

事業名 英語検定受験支援（学力向上推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
受験料負担

事業名 中学生英語スピーチコンテスト開催（学力向上推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
コンテスト開催

事業名 eスクール構想（教育モデル推進事業） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
ＣＲＴテスト実施
学校評価システム活用

内  容
男山地域の小学校（くすのき・さくら小学校）において、学習意欲
の高い児童（4～6年生）を対象に、英語教室及び学習支援員に
よる自学自習支援を試行的に実施する。

内  容
男山地域の中学校（男山第二・第三中学校）において、学習意欲
が高く、一定の学力のある生徒を対象に、民間事業者による学習
機会の提供を試行的に実施する。

内  容
自学自習力を育成するシステム「学習クラブ」を導入し、児童生徒
の家庭学習や放課後学習クラブ、学校授業において活用する。

内  容

各小中学校における教育モデルの推進を図るため、基礎学力の
的確な把握に向けた標準学力検査（ＣＲＴテスト）等を実施すると
ともに、学校評価システムの活用による授業改善を行う。
25年度実績：CRT購入　5,611人分

学力向上推進に向けた学習環境充実の取組として、中学校生徒
の英語検定受験を支援するため、受験料を負担する。
25年度実績：受検生徒数　1,093人
　　　　　　　　 対象学年を2年生まで拡大

学力向上推進に向けた学習環境充実の取組として、困難な家庭
環境に置かれている生徒の生活習慣の改善と学習習慣の定着を
図るため、全中学校へスクールソーシャルワーカーを配置する。
25年度実績：配置　4人（うち市単独 2人）

内  容

学力向上推進に向けた学習環境充実の取組として、全小中学校
に学習支援員を配置し、指導体制の充実を図る。
25年度実績：支援員配置　延48人

内  容

内  容

内  容

学力向上に向けた基礎資料を作成するため、全国学力・学習状
況調査の結果について、委託により分析を行う。
25年度実績：市内全小学校6年生及び中学校3年生を対象に実
施

対象学年を
3年生まで

拡大

内  容

英語活動に対する興味・関心を抱かせ、英語表現力の向上と充
実感を経験させるため、中学校生徒を対象に英語スピーチコンテ
ストを開催する。
25年度実績：平成25年12月7日開催　発表者　14名
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 小学校外国語活動推進（外国人講師派遣） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
外国人講師派遣

事業名 中学校英語教育推進（外国人講師配置） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

外国人講師配置（全中学校）

事業名 外国人英語指導助手招致 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡市学力向上プラン策定・推進 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
プラン策定・推進

事業名 学校満足度調査（学校改革推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 中学校ブロック研修会（学校改革推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

研修会開催

事業名 子ども会議（学校改革推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
会議開催

事業名 学校ＩＣＴサポート体制支援事業 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 「八幡市の教育」発行 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
作成・発行
市ホームページに掲載

内  容

内  容

内  容

内  容

教育振興基本計画に代わり、児童生徒の学力向上に向けた各種
取組の方向性を定める八幡市学力向上プランを策定し、プランに
基づく取組を推進する。

内  容

内  容

学校ＵＤ化構想及び学校改革プランに基づく学校教育の取組の
一環として、市内の小中高校生等による子ども会議を開催する。
25年度実績：会議開催7回

学校ＵＤ化構想及び学校改革プランに基づく学校教育の取組の
一環として、中学校ブロックにおいて研修会を開催する。
25年度実績：開催22回（4ブロック）

学校でのＩＣＴ活用促進による授業改善を図るため、ＩＣＴ支援員
を各中学校ブロック毎に配置し、授業や研修において教員のＩＣ
Ｔ活用をサポートする。
25年度実績：支援員配置　4人

内  容
学校ＵＤ化構想及び学校改革プランに基づく学校教育の取組の
一環として、学校満足度調査を委託により全中学校で３年毎に実
施し、生徒及び保護者の満足度把握を行う。

中学校区
4ブロックで

実施

中学校における英語能力の向上及び国際理解教育の推進に向
け、市内全中学校へ外国人講師を配置し、教員の支援を行う。
25年度実績：講師配置　延　540回　延　3,769.5時間

内  容

市教育行政に関する統計資料を収録した要覧である「八幡市の
教育」を年1回発行し、市ホームページへの掲載等を行う。
25年度実績：発行　90部

平成25年度で終了

―

内  容

小学校における英語能力の向上及び国際理解教育の推進に向
け、市内全小学校へ外国人講師を派遣し、外国語活動を実施す
る。
25年度実績: 講師派遣 延　246回　延　1,722時間

英語能力の向上及び国際理解教育の推進に向け、外国人の英
語指導助手を招致し、中学校における英語科の授業補助及び幼
稚園・小学校における英語体験活動指導を行う。
25年度実績：中学校の英語科の授業補助　52日
　　　　　　　　幼稚園・小学校低学年のふれあい体験活動　10日

平成25年度で終了

調査実施
（3年毎）

―
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事業名 教育委員会広報誌「くすのき」発行 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
作成・発行
市ホームページに掲載

事業名 教育委員会事務事業点検評価報告書作成 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
事務事業点検・評価委員会開催
報告書作成・市ホームページに掲載

事業名 京の未来創造校事業（研究指定校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 土曜日教育実践研究事業（研究指定校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

土曜日活用授業の試行

事業名 学力向上システム開発（研究指定校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

運用

事業名 「農」のある暮らしづくり推進対策事業 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

南山小学校で実施

事業名 八幡市・八幡浜市中学生交流事業 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

交流事業実施

事業名 楽しい学校づくり支援事業（小学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
全小学校で実施

事業名 よりよい学校生活と友達づくりのアンケート（小学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
全小学校で実施

内  容
学力の向上及び教職員の指導力向上に向け、京都府により研究
指定校に指定された学校において、課題の克服方策の開発に向
け取り組む。

内  容

京都府により研究指定校として指定された学校において、土曜日
を活用した効果的な教育活動の実施に向けた実践的・専門的な
研究を行う。
25年度実績：全小・中学校で実施

内  容

内  容

内  容

児童の学級生活における課題解決を図るため、各小学校におい
て「よりよい学校生活と友達づくりのアンケート」を実施し、児童の
状況把握及び適正な指導・支援を実施する。
25年度実績：全小学校5年生及び6年生を対象に実施

各学校の課題解決及び京都府教育振興プランに示す教育課題
の解決に向け、「京の未来創造校」として研究指定校の指定を受
けた学校において、学校・家庭・地域社会の連携協働のあり方に
かかる実践研究等を行う。
25年度実績：男山第三中学校で実施

内  容

内  容

一年を通した体験活動及び食育の充実を図るため、小学校児童
にとって身近な小学校敷地内に農園を整備し、活用する。
25年度実績：南山小学校に整備　176.6㎡

「楽しい学校」づくりに向け、各小学校の独自企画や国府等の事
業活用によるスポーツ・文化芸術活動等の取組を支援する。
25年度実績：全小学校で実施

学校・家庭・地域で広く教育に関する情報を共有するため、教育
委員会や各学校の取組等を掲載した広報誌「くすのき」を発行
し、市ホームページ等への掲載を行う。
25年度実績：年2回　各6,000部作成

内  容

指定校（八
幡小学校）
にて研究実
施

平成25年度で終了

郷土に対する誇りと魅力を再認識し、豊かな人間性や社会性を
育むことを目的として、二宮忠八翁の縁でつながる愛媛県八幡浜
市と本市の中学生による体験活動を通じた交流を行う。
25年度実績：交流実施　2日間（平成25年12月26日・27日）

教育委員会の執行した事務の進捗状況等について、外部委員
である事務事業点検・評価委員による点検・評価を行い、その結
果について報告書の作成・公表を行う。

内  容
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事業名 楽しい学校づくり支援事業（中学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
全中学校で実施

事業名 夢の教室実施事業 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 クラブ活動上位大会参加費助成 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
上位大会参加助成

事業名 クラブ活動備品整備（小学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
クラブ活動備品整備

事業名 クラブ活動備品整備（中学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
クラブ活動備品整備

事業名 クラブ活動施設利用料助成（中学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
クラブ活動施設利用助成

事業名 小学校体育連盟事業助成 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
記録会参加助成
綴喜小学校駅伝参加助成
やましろ未来っ子EKIDEN参加助成

事業名 中学校吹奏楽研究会助成 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
開催助成

事業名 中学校体育連盟事業助成 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設使用料等助成

内  容

内  容

内  容

児童の陸上運動を通じた親睦と交流を図るため、小学校体育連
盟に対し、府立山城総合運動公園で開催される記録会及び駅伝
競走大会への参加費を助成する。
25年度実績：助成　723人

内  容

内  容

内  容

内  容

各種クラブの技術向上と教育活動の活性化を図るため、市内小
学校のクラブ活動備品を整備する。
25年度実績：整備　16品目　22数

内  容

内  容

講義・実技指導実施（全小学校）

各中学校において、学級や個々の生徒の状況を客観的に把握
し、適切な指導・支援を展開するため「よりよい学校生活と友達づ
くりのアンケート」を実施する。
25年度実績：全学年2回実施

中学校・高等学校の吹奏楽研究会に対し、「市内中学校・高校音
楽のつどい」の開催経費を助成する。
25年度実績:文化センター大ホール　4中学校1高等学校
　　　　　　　  出演者　186人

市内全小学校5年生を対象とし、現役・ＯＢのスポーツ選手が自ら
の実体験を基に、「夢先生」として行う講義・実技指導を日本サッ
カー協会への委託により実施する。
25年度実績：講義・指導等実施21回

中学校の交流とスポーツ振興・競技力向上を促進するため、中学
校体育連盟に対し、八幡市中学校体育大会（春季・夏季・秋季）
及び綴喜地方大会の施設使用料を助成する。
25年度実績：助成　1,247人

競技力の向上を図るため、市内各中学校に対し、クラブ活動の上
位大会・広域大会（近畿大会・全国大会・ジュニアオリンピック大
会）への参加費の一部を助成する。
25年度実績：助成51件

各種クラブの技術向上と教育活動の活性化を図るため、市内中
学校に対し、クラブ活動等における文化事業団・公園施設事業
団の施設利用料を助成する。
25年度実績：助成　102件

各種クラブの技術向上と教育活動の活性化を図るため、市内中
学校のクラブ活動備品を整備する。
25年度実績：整備　18品目　19数
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事業名 小中学校安全対策 学校教育課・教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

教職員研修
関係機関・団体等との連携
防犯訓練等実施

事業名 小学校防犯訓練（学校安全対策） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
防犯訓練

事業名 中学校防犯訓練（学校安全対策） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
防犯訓練

事業名 仕事・文化体験活動推進 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

施設見学・職場体験等実施
（全小中学校）

事業名 農業体験学習 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

農業体験学習実施

事業名 副読本作成・活用 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
授業での活用

事業名 社会人等による学習支援（スクールサポート・バンク） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
社会人等ボランティア募集・登録
派遣による学習支援（全小中学校）

事業名 学校評価マニフェスト作成・公表 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
学校評価及びマニフェストの作成・公表
（全小中学校）

事業名 教職員等研修 学校教育課・保育・幼稚園課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
研修等実施

社会の変化に対応する教育の推進に向け、京都府の指定を受
け、全小学校4年生及び全中学校2年生を対象として、職業に関
する知識や技能を身に付けるための体験活動（キャリア教育）を
実施する。
25年度実績：全小中学校で実施

内  容

内  容

内  容

道徳副読本
採択

道徳副読本
更新

内  容

内  容

内  容

小学校児童を対象に、八幡農業ボランティアの会の協力を得て
農業体験学習を実施する。
25年度実績：くすのき・さくら・南山小学校で実施

学力向上、学級運営、地域連携・ふるさと意識の推進を図るた
め、幼稚園教諭、小中学校教職員及び養護教諭、給食調理員を
対象とした研修等を実施する。
25年度実績：研修実施　幼稚園教諭　14回
　　　　　　　　　　　　　　　小中学校教職員　22回

内  容

内  容

社会科副読
本更新

小中学校における総合的な安全対策の推進に向け、研修等を実
施し、児童生徒を対象とした犯罪について教職員の意識向上を
図るほか、防犯関連施設の整備を行う。
25年度実績：職員研修　全小中学校で実施　延36回

小学校児童の安全対策推進に向け、各小学校において防犯訓
練を実施する。
25年度実績：各小学校で実施

中学校生徒の安全対策推進に向け、各中学校において防犯訓
練を実施する。
25年度実績：各中学校で実施

道徳副読本及び小学校3年生・4年生を対象とする社会科副読本
「わたしたちの八幡市」を作成し、授業での活用を行う。
25年度実績：発行　700部

文化・スポーツに精通した社会人等ボランティアを「スクールサ
ポート・バンク」に登録し、全小中学校への派遣による学習支援を
行う。
25年度実績：実施　2回

内  容

ＣＲＴや学校満足度調査の結果等をもとに、教職員及び学校関
係者による教育活動・学校運営の点検・評価を行い、その評価結
果と次年度の教育目標等を示した学校マニフェストを併せて作成
し、公表する。
25年度実績：全小中学校で作成・公表
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 教育課程研究 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教育課程研究

事業名 八幡小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 くすのき小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 さくら小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 橋本小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 有都小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 中央小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 南山小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 美濃山小学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

内  容

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、くすのき小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　21学級　565人

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、中央小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　14学級　287人

内  容

内  容

内  容

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、有都小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　7学級　151人

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、八幡小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　20学級　500人

内  容

内  容

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、さくら小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　19学級　467人

内  容

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、南山小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　15学級　416人

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、橋本小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　26学級　779人

内  容

内  容

各学校により毎年度編成される教育課程について、小・中学校教
育課程研究会等への委託により研究を行う。

児童の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立小学校として、美濃山小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　25学級　733人
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 【充実】小学校整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 【充実】小学校空調設備整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 【充実】小学校施設防災機能強化整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 小学校施設設備等維持管理 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設・設備等維持管理

事業名 小学校施設等環境整備（施設環境） 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設・設備補修

事業名 小学校施設等環境整備（備品整備） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理備品購入

事業名 小学校コンピュータ整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
コンピュータ整備

事業名 小学校教材等設備整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教材等設備整備

事業名 小学校理科教育等設備整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
設備・備品等整備

内  容

小学校施設設備について、学校建設費以外の比較的軽微な工
事を環境整備として実施する。
25年度実績：プールろ過装置設置（八幡・さくら）
　　　　　　　　給食用リフト改修（南山）

内  容

市立小学校について、必要に応じ施設改修等の整備を行う。【耐
震化完了】
25年度実績：通報システム整備　8校

内  容

全校空調
設備整備

プール改修
(八幡)、敷地
内通路実施設
計(さくら・中
央)

市立小学校において、熱中症対策等の児童の学習環境向上を
図るため、空調設備の整備を行う。
25年度実績：空調設備実施設計　8校

小学校施設・設備について、委託により維持管理（廃棄物処理、
設備等保守点検、警備委託、環境衛生、植栽等）を実施する。ま
た、軽微な修繕や備品等の作製などをシルバー人材センターに
委託し、同センターから派遣される会員が順次巡回して実施す
る。

小学校施設について、窓ガラスや照明器具等の非構造部材耐震
化及び避難所機能の強化工事を実施する。
25年度実績：中央小学校防災機能強化整備完了
                  南山小学校防災機能強化整備完了

内  容

内  容

内  容

小学校における理科及び算数の教育内容充実を図るため、必要
な設備・備品等の整備を行う。
25年度実績：整備　61品目　111数

内  容

内  容

6小学校で
実施

―

照明器具安
定器交換

回転釜交換
（橋本）

小学校の管理する備品について、必要に応じ更新を行う。

小学校における教育内容の充実を図るため、必要な教材等設備
の整備を行う。
25年度実績：整備　7品目　25数

「八幡市学校教育の情報化行動計画」に基づき、小学校コン
ピュータの整備や機器の更新等を行う。

内  容
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 男山中学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 男山第二中学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 男山第三中学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 男山東中学校管理運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 【充実】中学校整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 中学校施設防災機能強化整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 中学校施設設備等維持管理 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設・設備等維持管理

事業名 中学校施設等環境整備（施設環境） 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設・設備補修

事業名 中学校施設等環境整備（備品整備） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理備品購入

内  容

内  容

内  容

内  容
生徒の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立中学校として、男山第二中学校を運営する。
平成25年5月1日現在　16学級　484人

中学校施設について、窓ガラスや照明器具等の非構造部材耐震
化及び避難所機能の強化工事を実施する。
25年度実績：男山第二中学校防災機能強化整備完了
　　　　　　　　男山第三中学校防災機能強化整備完了
　　　　　　　　男山東中学校防災機能強化整備完了

中学校施設・設備について、委託により維持管理（廃棄物処理、
設備等保守点検、警備委託、環境衛生、植栽等）を実施する。ま
た、軽微な修繕や備品等の作製などをシルバー人材センターに
委託し、同センターから派遣される会員が順次巡回して実施す
る。

中学校の管理する備品について、必要に応じ更新を行う。

ＡＥＤ
更新

中庭舗装改
修（男山東）

中学校施設設備について、学校建設費以外の比較的軽微な工
事を環境整備として実施する。

内  容

大規模改造工事（男中）

男山中学校実施

内  容

内  容

内  容

内  容
生徒の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立中学校として、男山東小学校を運営する。
平成25年5月1日現在　11学級　305人

生徒の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立中学校として、男山中学校を運営する。
平成25年5月1日現在　14学級　358人

生徒の心身の健全な発達と学力の向上及び豊かな情操を育む
ため、市立中学校として、男山第三中学校を運営する。
平成25年5月1日現在　17学級　563人

ﾄｲﾚ改造（東
中）、大規模
改造（三中）

大規模改造実
施設計（男中）

―

市立中学校について、必要に応じ施設改修等の整備を行う。【耐
震化完了】
25年度実績：屋内運動場等老朽改修工事（男山第三・男山東）
　　　　　　　  空調設備整備（男山第三）
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 中学校コンピュータ整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
コンピュータ整備

事業名 中学校教材等設備整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教材等設備整備

事業名 中学校理科教育等設備整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
設備・備品等整備

事業名 小学校図書館司書配置 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各小学校に1人配置

事業名 中学校図書館司書配置 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
中学校２校に１人配置

事業名 小学校学校図書館図書整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
図書購入

事業名 中学校学校図書館図書整備 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
図書購入

事業名 学校図書館システム導入・運用支援 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

運用支援

事業名 小学校給食運営 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
給食実施

内  容

中学校における教育内容の充実を図るため、必要な教材等設備
の整備を行う。
25年度実績：整備　1品目　1数

内  容

内  容

中学校における理科及び数学の教育内容充実を図るため、必要
な設備・備品等の整備を行う。
25年度実績：整備　24品目　32数

内  容

小学校児童の健康増進・食育等の推進を図るため、全小学校に
おいて市直営による完全給食を実施する。また、食材を通して地
域への理解を深めるため、地域の食材を使った献立を実施する。
（週5回のうち八幡産米による米飯給食を4回実施）

中学校生徒の国語力向上に向け、図書館司書を配置し、図書の
整理や授業に必要な図書資料の準備に加え、貸出、本の紹介な
どの読書支援を行う。
25年度実績：配置　2人（2校に1人）　貸出冊数　7,941冊

小学校児童の国語力向上に向け、図書館司書を配置し、図書の
整理や授業に必要な図書資料の準備に加え、貸出、本の紹介な
どの読書支援を行う。
25年度実績：配置　8人（各校1人）　貸出冊数　241,267冊

内  容

内  容
中学校図書館の活用を促進するため、生徒のリクエストや図書館
司書の提言等に基づき、図書資料の充実化を図る。
25年度実績：購入　4,436冊

学校図書館を活用した授業等を推進するため、図書情報の電子
化及びバーコードリーダーによる貸出が可能な学校図書館シス
テムを市内全小中学校に導入し、運営支援を行う。

内  容

内  容
小学校図書館の活用を促進するため、児童のリクエストや図書館
司書の提言等に基づき、図書資料の充実化を図る。
25年度実績：購入　4,982冊

内  容
「八幡市学校教育の情報化行動計画」に基づき、中学校コン
ピュータの整備や機器の更新等を行う。
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事業名 小学校給食用機器等更新 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
給食備品等購入

事業名 中学校給食検討 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
検討

事業名 中学校昼食サポート制度 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
昼食サポート実施（全中学校）

事業名 小学校児童健康管理（校医・薬剤師配置） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種健康診断・環境調査実施

事業名 むし歯予防対策事業 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
フッ素化物による洗口実施

事業名 小学校児童健康管理（医療機関等委託） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種検査実施

事業名 小学校教職員健康管理（医療機関等委託） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種検査実施

事業名 食中毒対策 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
給食調理員等検便実施

事業名 中学校生徒健康管理（校医・薬剤師配置） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種健康診断・環境調査実施

小学校児童のむし歯予防対策を図るため、学校歯科医の指導の
もと、希望する児童を対象に、フッ素化物による洗口を実施する。
25年度実績：実施　3,153人（3,897人中）　80.9％

小学校児童の健康管理を図るため、全小学校に配置した学校医
（内科医・歯科医・眼科医・耳鼻咽喉科医の各科目ごとに1名）に
よる定期的な健康診断と薬剤師による環境調査を行う。

全中学校において、弁当持参が困難な生徒を対象に、栄養価に
配慮した弁当の注文・配送（昼食サポート）を実施する。
25年度実績：利用　1,454件

児童・生徒・保護者等を対象に実施したアンケート調査結果をふ
まえ、「中学校給食検討委員会」を設置・開催し、中学校給食の
あり方について検討を行う。
25年度実績：中学校給食検討委員会設置・開催　5回
　　　　　　　　　視察実施　2回　報告書作成

小学校児童の健康管理を図るため、全小学校において、医療機
関等への委託により、尿・ぎょう虫卵検査（全学年）及び心臓検査
（1年生・4年生）、結核検診精密検査（対象者のみ）を行う。

中学校生徒の健康管理を図るため、全中学校に配置した学校医
（内科医・歯科医・眼科医・耳鼻咽喉科医の各科目ごとに1名）に
よる定期的な健康診断と薬剤師による環境調査を行う。

小学校教職員の健康管理を図るため、全小学校において、医療
機関等への委託により、ぎょう虫卵検査及び定期健康診断（尿・
血液・心電図・身体検査等）、ウイルス性肝炎抗体検査・ワクチン
接種を行う。

内  容

小学校給食における食中毒対策として、給食調理員及び栄養士
の検便を委託により実施する。

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容
小学校給食の適切な実施に向け、耐用年数を超えた給食用機
器食器等について、順次更新する。
25年度実績：給食食器・備品購入

方針決定
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第2章第3節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 中学校生徒健康管理（医療機関等委託） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種検査実施

事業名 中学校教職員健康管理（医療機関等委託） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種検診実施

事業名 学校保健総合管理ソフト運用 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
システム運用

事業名 八幡長町地区等学齢児童教育事務 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
京都市立美豆小学校での教育実施
（京都市へ委託）

事業名 八幡長町地区等学齢生徒教育事務 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
京都市立大淀中学校での教育実施
（京都市へ委託）

事業名 就学援助(要保護及び準要保護児童生徒） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教育費一部援助

事業名 小・中学校教科書支給 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教科書支給

事業名 日本スポーツ振興センター負担金（小学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保険料負担

事業名 日本スポーツ振興センター負担金（中学校） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保険料負担

小学校
教科書更新

中学校
教科書更新

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容
教育内容・指導体制の充実を図るため、小・中学校で使用する教
科書について検討を行ったうえで採択し、支給する（無償）。

中学校教職員の健康管理を図るため、全中学校において、医療
機関等への委託により、定期健康診断（尿・血液・心電図・身体
検査等）、ウイルス性肝炎抗体検査・ワクチン接種を行う。

生徒の健康の保持増進を図るため、日本スポーツ振興センター
共済に加入し、掛金を支払う。学校管理内における生徒の負傷、
疾病が生じた場合、加入者へ医療費に応じて給付金が支給され
る。

市内小学校への通学が遠距離となる八幡長町、八幡樋ノ口、川
口高原地区の児童について、京都市への委託により、美豆小学
校において小学校教育を実施する。
25年度実績：委託　36人分

内  容

中学校生徒の健康管理を図るため、全中学校において、医療機
関等への委託により、尿検査（全学年）及び心臓検査（1年生）、
結核検診精密検査（対象者のみ）、貧血検査（希望する1年生）を
行う。

内  容

内  容

市内中学校への通学が遠距離となる八幡長町、八幡樋ノ口、川
口高原地区の生徒について、京都市への委託により、大淀中学
校において中学校教育を実施する。
25年度実績：委託　16人分

小中学校において保健総合ソフトを導入することにより、児童生
徒の体力・体位等の発達統計、疾病異常統計等を行う。

児童の健康の保持増進を図るため、日本スポーツ振興センター
共済に加入し掛金を支払う。学校管理内における児童の負傷、
疾病が生じた場合、加入者へ医療費に応じて給付金が支給され
る。

内  容

経済的理由により就学困難な児童生徒に対し、学用品費や学校
活動費など教育費の一部援助を行う。
25年度実績：小学校　897人　中学校　519人
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第2章第3節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 教育支援センター運営 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 教育支援センター整備 教育総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 就学指導（就学指導委員会） 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
就学指導委員会設置・開催
就学指導実施
啓発講演会開催

事業名 不登校に係る実態把握 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
報告・学校訪問等に基づく状況把握

事業名 教育支援教室「さつき」 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教育支援教室開室
　学習支援実施
　体験活動実施
　ソーシャルスキルトレーニング実施

事業名 教育相談室運営 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教育相談の実施


事業名 心の居場所サポーター 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
「心の居場所サポーター」を配置

　

事業名 特別支援教育をともに考える集い 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
講演会開催

事業名 夏の地域学校 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
夏の地域学校開催

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

特別支援教育に関する理解・啓発を図るため、就学指導委員会
により開催される「夏の地域学校」において、市内在住の特別支
援学級・支援学校在籍の児童・生徒と通常の学級児童・生徒との
交流を行う。
25年度実績：開催 1回　参加者350人

特別支援教育に関する理解・啓発を図るため、就学指導委員会
により、市民・教職員・PTA等を対象とした講演会「特別支援教育
をともに考えるつどい」を開催する。
25年度実績：開催 1回　参加者　59人

教育関係者等で構成する就学指導委員会を設置し、心身に障が
いのある児童生徒及び就学前幼児を対象に、就学時・就学後の
相談活動や特別支援教育に関する啓発活動を実施する。
25年度実績：就学指導委員会　委員 41人　総会 2回　部会 14回
　　　　　　　　相談 63人　講演会開催 1回　参加者 59人

小学校2校及び中学校1校に「心の居場所サポーター」を配置し、
不登校傾向の児童生徒を対象に、学習指導や教育相談及び体
験活動を行う。
25年度実績： 3校に配置

教育支援教室に通室する児童生徒及び学校に通いながら心に
様々な悩みをもつ児童生徒とその保護者を対象に、カウンセラー
等による教育相談を行う。（月曜日から金曜日）
25年度実績：教育相談　延　2,044回　カウンセラー充実

不登校児童生徒の学校復帰及び将来の社会的自立に向け、教
育支援センター内において教育支援教室「さつき」を開室し、小
集団活動または個別活動による学習支援、相談等を行う。
25年度実績：教育支援教室開室（月曜日から金曜日）
　　　　　　　　通室　小集団　9人　個別　24人

学校からの報告や指導主事の学校訪問により、不登校の状況把
握を行う。
25年度実績：不登校児童出現率　小学校　0.36％
　　　　　　　　不登校生徒出現率　中学校　4.15％

内  容

教育相談及び不登校解消に向けた取組や特別支援教育の充実
を図るため、教育支援センターを運営する。

教育支援センターについて、必要に応じ施設改修等の整備を行
う。
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第2章第3節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 卒業生を励ます会 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
「卒業生を励ます会」開催

事業名 早期からの教育相談・支援体制構築事業 教育支援センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
幼児教育支援研究協議会開催
早期支援コーディネーター配置

事業名 教育困難校支援（食育支援員配置事業） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 特別支援教育就学奨励費助成 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
就学費助成

事業名 特別支援教育支援（支援員配置） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 小中一貫教育推進（学校改革推進） 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
一貫教育推進
コーディネーター負担軽減講師配置

事業名 保幼小連携教育推進プロジェクト 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
プロジェクト推進
一貫教育推進協議会による研究

事業名 もうすぐ１年生体験入学事業 学校教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
連携事業実施
出前授業
半日入学
給食体験

円滑な小学校教育への移行を図るため、小学校と幼稚園・保育
園の協働により、就学前の幼児を対象とした「小学校のまなび」に
関する体験授業等を行う。
25年度実績：給食体験　参加園児　469人

円滑な小学校教育への移行を図るため、小学校入学後のスター
トカリキュラムや入学前のアプローチカリキュラムの作成に向けた
研究・検討を行う。

障がいのある児童生徒を対象に、学校生活上の介助や学習支援
を行う「特別支援教育支援員」を配置し、特別支援教育の充実を
図る。
25年度実績：全小中学校に1名（27時間）配置

特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者等を対象に、経済
的負担の軽減に向け就学費の一部を助成する。
25年度実績：助成　小学校　33人　中学校　17人

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

全小中学校へ配置

食育支援員を配置し、食物アレルギーや偏食傾向のある児童及
び食生活の乱れが問題となっている児童に対し、個別または集
団での食育指導を実施する。
25年度実績：支援員配置　1人

小中一貫教育推進コーディネーターを配置し、就学前から中学
校までの系統的・連続的な教育推進に向けた各種取組を行う。
25年度実績：一貫教育推進協議会　役員会開催　3回
　　　　　　　 コーディネーター負担軽減講師派遣　4人
　　　　　　　　小学生による中学校文化発表会鑑賞会開催

市内小・中学校特別支援学級卒業生の門出を祝うため、小・中学
校特別支援学級在籍者と保護者を招待し、ステージ発表や記念
品贈呈を行う「卒業生を励ます会」を開催する。
25年度実績：卒業生　小学生　51人　中学生　20人

平成25年度で終了

特別な支援が必要となる可能性のある子ども及びその保護者に
対し、早期からの一貫した情報提供や相談等の支援を行うことの
できる体制を構築する。
25年度実績：コーディネーター配置　1人　協議会開催　3回

内  容
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第４節 青少年健全育成 
 

[めざす姿]  

■ 家庭、学校、地域社会の連携のもとで大人が子どもたちに積極的にかかわり、

同年齢だけでなく異年齢のなかで多様な活動を行う機会をつくることで、さら

なる青少年の健全育成が進んでいることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．健全育成推進体制の充

実 
(1) 地域社会との連携強化【重点】 

２．さまざまな活動・講座

の実施 

(1) 関係団体や家庭、学校、地域社会との連携強化 

(2) 教育関連施設の活用 
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第2章第4節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 南ケ丘教育集会所管理運営 南ケ丘教育集会所 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 【充実】南ケ丘教育集会所整備 南ケ丘教育集会所 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 南ケ丘教育集会所学習支援事業 南ケ丘教育集会所 平成26年度 平成27年度 平成28年度
学習支援事業実施

事業名 放課後学習クラブ運営 南ケ丘教育集会所 平成26年度 平成27年度 平成28年度
全小学校で実施
（水曜日の放課後及び土曜日）

事業名 放課後学習クラブ事業学習アドバイザー指導・育成 南ケ丘教育集会所 平成26年度 平成27年度 平成28年度
学習アドバイザーの指導・育成

事業名 放課後学習クラブ安全管理員指導・育成 南ケ丘教育集会所 平成26年度 平成27年度 平成28年度
安全管理員の指導・育成

事業名 青尐年育成補導委員会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 綴喜地区青尐年問題連絡協議会事業費負担 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
事業費負担

事業名 地域連携教育活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

活動助成

内  容

内  容

南ケ丘教育集会所について、必要に応じ施設改修等の整備を行
う。また、八幡市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を行
う。
25年度実績：耐震診断実施

改修工事
実施設計

児童・生徒の学力向上を図るため、学習支援活動の拠点として各
種事業を行う南ヶ丘教育集会所について、管理運営を行う。

内  容

児童・生徒の学力向上及び学習に関する課題解決を図るため、
家庭や学校等との連携をとり、教育指導員や学習支援ボランティ
ア（リーダーバンク登録者）による支援・助言等を行う。
25年度実績：学習支援利用者　延　6,938人
　　　　　　　　　リーダーバンク登録者　12人

青尐年の非行防止や健全育成に取り組む青尐年育成補導委員
会に対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：キャンプ 　　   1回　参加者 延　 60人
　　　　　　　　スポーツ大会　2回　参加者 延　380人
　　　　　　　　研修会開催    1回

内  容

内  容

内  容

内  容

地域の学校づくりを推進するため、小・中学校区地域連携団体に
対し、連携事業・学校支援事業・児童生徒のふるさと体験学習・
特別体験学習の推進に向けた活動費の一部を助成する。
25年度実績：助成　12団体

綴喜地区内2市2町（八幡・京田辺・宇治田原・井手）における青
尐年の保護並びに健全育成を図る綴喜地区青尐年問題連絡協
議会に対し、事業費の一部を負担する。

内  容

小学校児童の学力向上を図るため、希望する小学校5・6年生を
対象に自学自習支援等を行う「放課後学習クラブ」について、全
小学校で実施する。
25年度実績：参加者　385人

内  容
放課後学習クラブにおいて、参加児童への支援・助言を行う学習
アドバイザーの養成に向け、研修等指導を行う。
25年度実績：学習アドバイザー　28人

学習クラブの安全管理員として、会場の管理運営及び参加する
児童への適切な支援、助言が行えるよう指導・育成を図る。
25年度実績：安全管理員登録数　16人
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第2章第4節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 家庭教育推進 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

子育て講座等開催
ふれあい体験学習開催

事業名 八幡市PTA連絡協議会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 中学校区PTA連絡協議会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 学校支援地域本部事業 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成（全中学校区）

事業名 社会環境浄化活動 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
啓発活動等実施

事業名 成人式開催 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
成人式開催

事業名 子ども会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 子どもまつり事業助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
子どもまつり開催助成

事業名 青尐年の主張大会開催 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
大会開催

公立幼稚園、小・中学校、高等学校、支援学校のPTA相互の連
携を図り、教育の振興を期することを目的に結成された八幡市
PTA連絡協議会に対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：構成　 20団体　5,887人

内  容

内  容

内  容

内  容

青尐年の代表が学校や家庭、地域での生活を通して思うことを発
表し、同世代の意識の啓発と多くの方々の青尐年に対する理解
と関心を深めることを目的に、青尐年の主張大会を開催する。
25年度実績：発表者　14人　参加者　350人

地域全体で学校を支える体制の整備に向け、全中学校区に設置
された各学校支援地域本部に対し、学校と地域との連携を図る
地域コーディネーターの配置及び活動経費の一部助成を行う。
25年度実績：4中学校区へ助成

各中学校区ごとに組織されている中学校区PTA連絡協議会に対
し、学習会や講演会等の活動費の一部を助成する。
25年度実績：助成　2団体

家庭教育に関する学習機会や情報提供の充実、地域での子育
て支援体制の整備など、家庭教育の向上のため諸施策の充実を
図る。
25年度実績：子育て講座開催　5回　参加者　延　630人
　　　　　　　　ふれあい体験学習開催　9回　参加高校生 延　19人

内  容

心豊かな子どもの育成と青尐年の社会参加への啓発を図るた
め、子ども会に対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：助成　27会　3,412人

内  容

保護者・児童・教師との交流と地域の連携を深め、児童の健全育
成を図るため、各小学校PTAに対し、子どもまつり開催経費の一
部を助成する。
25年度実績：子どもまつり開催　8ＰＴＡ

内  容
青尐年を取り巻く社会環境の浄化促進に向け、京都府社会環境
浄化推進員との連携による啓発活動を実施する。
25年度実績：啓発活動等　1回

新成人を祝い、社会人としての自覚を促すため、新成人による実
行委員会を組織し、成人式式典を開催する。
25年度実績：参加者　467人
　　　　　　　　対象者　629人(参加率　74.2％）

内  容

内  容
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 ふれあい交流事業 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
交流事業実施

事業名 尐年尐女合唱団助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 スポーツ交流事業（地域交流活性化） 南ケ丘教育集会所 平成26年度 平成27年度 平成28年度
スポーツ交流大会等の実施

内  容

地域における青尐年育成育成及び地域交流活性化を図るため、
スポーツ交流大会・教室等を計画し、実施する。
25年度実績：スポーツ交流大会　参加者　50人
　　　　　　　　フットサル教室・大会　参加者　延391人
　　　　　　　　バレーボール教室・大会　参加者　延160人

内  容

音楽を通じて情操豊かな児童を育成するため、小学校1年生から
中学校3年生までの児童生徒で編成する尐年尐女合唱団に対
し、練習等活動費の一部を助成する。
25年度実績：団員数　26人

障がい児と幅広い世代の地域住民やボランティアとの交流を目
的に、文化・スポーツを通じた交流事業を行う。
25年度実績：交流事業　8回開催
　　　　　　　　参加者延　309人（うち障がい者　64人）

内  容

団員制服
更新
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第５節 生涯学習 
 

[めざす姿]  

■ 生活課題や市民意識の変化に対応した、多様な講座や事業が実施されるととも

に、施設整備や資料の充実化等が図られ、多くの市民に学習機会を提供できる

環境が整備されていることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．生涯学習推進体制の充

実 

(1) 生涯学習推進体制の推進 

(2) 生涯学習にかかわる関係機関との連携【重点】 

２．生涯学習環境の整備 

(1) 生涯学習センターによる学習機能の充実 

(2) 学習機会の拡充 

(3) 生涯学習ボランティアの充実【重点】 

３．公民館の充実 

(1) 公民館施設・設備の充実 

(2) 公民館活動の充実 

４．図書館の充実 (1) 情報・資料提供の充実 
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第2章第5節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 生涯学習センター管理運営 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 生涯学習センター整備 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度

必要に応じ改修等実施

事業名 生涯学習各種講座等開設 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
講座等開設

事業名 生涯学習センターだより発行 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
センターだより発行

事業名 生涯学習フェスティバル 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
フェスティバル開催

事業名 市民交流センター管理運営 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 【充実】市民交流センター整備 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 生涯学習ボランティア紹介（生涯学習人材バンク） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
市ホームページ等で募集・紹介
ボランティア紹介

事業名 男山公民館運営 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

耐震診断

社会教育団体等の活動拠点として、その自立と活動の促進等を
図り、生涯学習社会の推進に向け市民交流センターを運営す
る。
25年度実績：利用状況　1,926区分

各種学習項目の講師として、学習活動支援を行うボランティアに
応募された方を「生涯学習人材バンク」に登録し、自主サークル・
団体等の依頼に応じて紹介する。
25年度実績：登録ボランティア数　84人　利用件数　10件

内  容

市民交流センターについて、必要に応じ施設改修等の整備を行
う。また、八幡市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を行
う。

内  容

市民の生涯学習機会の拡充及び地域コミュニティの確立を図る
ため、生涯学習の地域拠点施設として、男山公民館を運営する。
25年度実績：利用人員　延30,444人　ＡＥＤ設置

内  容

空調機改
修、ふれあ
いﾎｰﾙ機器
更新等

内  容

市民の学習活動の実践と活動発表の場として、舞台発表や講演
会、模擬店等のイベントを行う生涯学習フェスティバルを開催す
る。
25年度実績：参加者　延2,800人

内  容

市民の学習機会拡充を図るため、中央公民館としての役割と各
種の情報発信機能を持つ生涯学習の中核施設として、生涯学習
センターを運営する。
25年度実績：利用人員　41,284人　ＡＥＤ更新

内  容
生涯学習センターについて、必要に応じ施設改修等の整備を行
う。【耐震化完了】

内  容

市民の学習機会の拡充を図るため、生涯学習センターにおい
て、高齢者や障がい者、青少年など広く各世代を対象とした生涯
学習講座を開設する。
25年度実績：講座等参加者　延4,463人

内  容

学習活動の啓発を図るため、生涯学習センター・公民館等による
各種催しや活動発表等の情報を記載したリーフレットを発行す
る。
25年度実績：発行　年6回

内  容
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第2章第5節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 橋本公民館運営 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 志水公民館運営 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 山柴公民館運営 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 川口コミュニティセンター運営 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 美濃山コミュニティセンター運営 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
管理運営

事業名 公民館施設設備夜間管理 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設設備夜間管理

事業名 公民館施設環境整備 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設・設備補修

事業名 公民館管理備品整備 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
公民館管理備品整備

事業名 【充実】公民館等整備 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度

必要に応じ改修等実施

市民の生涯学習機会の拡充及び地域コミュニティの確立を図る
ため、生涯学習の地域拠点施設として、山柴公民館を運営する。
25年度実績：利用人員　延17,838人

市民の生涯学習機会の拡充及び地域コミュニティの確立を図る
ため、生涯学習の地域拠点施設として、志水公民館を運営する。
25年度実績：利用人員　延11,076人

大規模改造工
事(山柴)・実施
設計(川口)

公民館及びコミュニティセンターの施設・設備について、シル
バー人材センターへの委託により夜間管理を行う。

内  容

内  容

内  容

单出入口扉
自動化工事
（美濃山）

市民の生涯学習機会の拡充及び地域コミュニティの確立を図る
ため、生涯学習の地域拠点施設として、川口コミュニティセンター
を運営する。
25年度実績：利用人員　延18,433人

市民の生涯学習機会の拡充及び地域コミュニティの確立を図る
ため、生涯学習の地域拠点施設として、橋本公民館を運営する。
25年度実績：利用人員　延34,157人　ＡＥＤ設置

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

公民館等について、必要に応じ施設改修等の整備を行う。また、
八幡市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を行う。
25年度実績：志水公民大規模改造工事
　　　　　　　　山柴公民館大規模改造実施設計

内  容

公民館及びコミュニティセンターの管理備品を整備する。
25年度実績：ＡＥＤ設置（男山・橋本）
　　　　　 　　  コピー機更新（男山・美濃山）
　　　　　　　　卓球台更新（川口・美濃山）

駐車場整備
（男山）

大規模改造
工事（川口）

ＡＥＤ設置
等

ＡＥＤ
設置

市民の生涯学習機会の拡充及び地域コミュニティの確立を図る
ため、生涯学習の地域拠点施設として、美濃山コミュニティセン
ターを運営する。
25年度実績：利用人員　延23,385人

公民館及びコミュニティセンターについて、施設・設備等の補修
を行う。
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 生涯学習センター等事業計画書・報告書作成 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
報告書等作成・公表

事業名 公民館講座等開設（男山公民館） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度

各種講座等開設
サークルフェスティバル開催

事業名 公民館講座等開設（橋本公民館） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種講座等開設
地域文化祭開催

事業名 公民館講座等開設（志水公民館） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種講座等開設
サークルフェスティバル開催

事業名 公民館講座等開設（山柴公民館） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種講座等開設
サークルフェスティバル開催

事業名 公民館講座等開設（川口コミュニティセンター） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種講座等開設
サークルフェスティバル開催

事業名 公民館講座等開設（美濃山コミュニティセンター） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
各種講座等開設
サークルフェスティバル開催

事業名 出前講座（有都地区） 生涯学習センター 平成26年度 平成27年度 平成28年度
出前講座実施

事業名 八幡市民図書館運営 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
運営　個人・団体貸出

インターネット蔵書検索・貸出予約シス
テム運用

新聞記事データベース運用

内  容

内  容

内  容

多様な学習機会の提供等に向け、男山公民館において各種講
座等を開設する。また、公民館サークル活動の支援を行う。
25年度実績：講座開催 18回　参加者 延446人
                  サークルフェスティバル開催　参加者　延1,300人

多様な学習機会の提供等に向け、山柴公民館において各種講
座等を開設する。また、公民館サークル活動の支援を行う。
25年度実績：講座開催　19回　参加者 延625人
　　　　　　　　サークルフェスティバル開催　参加者　1,270人

内  容

内  容

多様な学習機会の提供等に向け、川口コミュニティセンターにお
いて各種講座等を開設する。また、サークル活動の支援を行う。
25年度実績：講座開催　24回　参加者 延330人
　　　　　　　　サークルフェスティバル開催　参加者　1,170人

多様な学習機会の提供等に向け、橋本公民館において各種講
座等を開設する。また、公民館サークル活動の支援を行う。
25年度実績：講座開催　18回　参加者 延259人
　　　　　　　　地域文化祭開催

多様な学習機会の提供等に向け、美濃山コミュニティセンターに
おいて各種講座等を開設する。また、サークル活動の支援を行
う。
25年度実績：講座開催　21回　参加者 延707人

内  容

有都地区に居住している人を対象に、有都交流センターにおい
て、出前講座の開設による公民館講座の提供を行う。
25年度実績：講座開設　1回　参加者　55人

内  容

生涯学習センター及び公民館等の年間事業計画及び利用団
体・サークル等の登録管理・活動状況等に関する報告書を作成
し、公表する。

多様な学習機会の提供等に向け、志水公民館において各種講
座等を開設する。また、公民館サークル活動の支援を行う。
25年度実績：講座開催　14回　参加者 延168人

市立図書館として八幡市民図書館を運営し、個人・団体への貸
出を行う。また、通常の書籍や大活字図書・点字図書・録音図書
に加え、デジタル情報の閲覧提供を推進する。
25年度実績：個人貸出 成人図書 196,121冊 児童図書 58,318冊
 　　　　　　　  団体貸出 160件 2,280冊

内  容

内  容
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 男山市民図書館運営 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
運営　個人・団体貸出

インターネット蔵書検索・貸出予約シス
テム運用

新聞記事データベース運用

事業名 自動車文庫（市内全域） 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
巡回車での個人貸出実施

事業名 館外書庫運用 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
館外書庫運用

事業名 図書館資料（図書）等整備 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
図書等購入

事業名 図書館各種講座等開催 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
おはなし会開催（八幡・男山両館）
各種出張講座実施

事業名 障がい者サービス 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
図書・情報の提供

事業名 資料予約・リクエスト対応 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
予約対応
リクエスト対応

事業名 図書館施設設備等管理・修繕 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
施設維持管理・修繕

事業名 【充実】図書館整備 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度

必要に応じ改修等実施

内  容

障がい者への情報提供サービスとして、点字・録音資料の貸し出
し等を行うとともに、朗読ボランティアサークル「よむよむ」会員に
よる対面朗読等を実施する。
25年度実績：点字・録音資料貸出　717件

内  容

図書館閲覧室資料の利用活性化を図るため、行政資料や利用
頻度の低い全集等の資料を館外書庫（旧八幡東小学校）へ移動
し、活用促進を図る。
25年度実績：利用　2,530冊

内  容

図書館でのおはなし会や、市内で開催されるマタニティスクー
ル、4カ月児健康診査等における各種出張講座を開催する。
25年度実績：おはなし会　31回　おはなしの出前　17回
　　　　　　　　マタニティスクール講座　6回
　　　　　　　　4カ月検診時講座　18回　その他出張講座　2回

内  容

内  容
図書館について、必要に応じ施設改修等の整備を行う。また、八
幡市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を行う。
25年度実績：耐震診断及び実施設計（八幡市民図書館）

内  容

内  容

市民の図書館資料予約またはリクエストに応じ、所蔵分の効率的
運用と未所蔵分への対応（他市町等図書館との相互協力）を推
進する。
25年度実績：予約　57,681件　リクエスト　6,248件

内  容

八幡市民図
書館大規模
改造工事

内  容

市内2カ所の図書館への来館が困難な方の利用に供するため、
市内24カ所を巡回する移動図書館として自動車文庫を運行し、
個人貸出を行う。
25年度実績：個人貸出　成人図書　5,436冊　児童図書　6,431冊
　　　　　　　　団体貸出　80件　684冊

八幡・男山市民図書館の施設設備について、委託により清掃・管
理・保守点検等の維持管理を行う。
25年度実績：ＡＥＤ設置

八幡・男山市民図書館・自動車文庫を拠点とし、市民生活を支援
するために必要な情報・資料を収集・保存・提供する。
25年度実績：年間購入冊数　15,754冊
　　　　　　　　子育て支援コーナー充実・家庭教育コーナー設置・
　　　　　　　　働く情報コーナー設置

市立図書館として男山市民図書館を運営し、個人・団体への貸
出を行う。また、市民の生活支援機能を高めるため、生活実用書
や軽読書を重点的に収集・提供する。
25年度実績：個人貸出 成人図書 260,843冊 児童図書 74,053冊
                   団体貸出 94件　676冊
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第2章第5節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 資料リユース 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
資源の有効活用の推進

事業名 八幡市子どもの読書活動推進計画策定・推進 市民図書館 平成26年度 平成27年度 平成28年度
第二次計画推進

内  容

図書館・学校・園など子どもに関わる施設がそれぞれの業務の中
で展開してきた読書活動のさらなる推進に向け、平成24年度から
28年度までの5年間を計画期間とする統一的・総合的見地での
計画を策定し、計画に基づく取組を推進する。

蔵書としての利用が困難な寄贈資料及び保存期間を満了した雑
誌等について、再利用に向けた取組を行う。

内  容
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第６節 スポーツ 
 

[めざす姿]  

■ 指導者の養成やスポーツ施設の整備・拡充が図られているとともに、地域にお

いて、年齢や体力、目的に応じて生涯にわたり気軽にスポーツを楽しめる環境

ができていることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．スポーツ施設の充実 

(1) 八幡市民スポーツ公園の充実 

(2) 運動公園等の施設の充実 

２．生涯スポーツ活動の推

進 

(1) スポーツ参加機会の拡充【重点】 

(2) スポーツ団体の育成・強化と指導者の養成 

(3) スポーツ振興のための顕彰 
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第2章第6節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 八幡市民スポーツ公園整備事業 まちづくり推進課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 学校等体育施設開放 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
学校等体育施設開放

事業名 洛南浄化センター運動広場運営協議会負担金 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
運営費負担

事業名 府民総合体育大会市町村対抗競技参加助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
参加費助成

事業名 【新規】健康増進事業 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
ニュースポーツ指導・講演会等実施

事業名 市民総合体育大会 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
大会開催

事業名 市民マラソン大会開催経費負担金 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
大会開催経費負担

事業名 スポーツ教室等開催 社会教育課 平成25年度 平成26年度 平成27年度
各種教室等開催

事業名 子どもわくわく教室（スポーツ） 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教室開催

スポーツ参加機会の拡充及び体力保持・技能向上を図るため、
ウォーキング、ファミリースキーなど各種のスポーツ教室等を開催
する。
25年度実績：開催　5教室　参加　186人

内  容

子どもを対象としたスポーツ体験教室（陸上競技・サッカー・レスリ
ングﾞ・バスケットボール・バレーボール）を、八幡市体育協会への
委託により開催する。
25年度実績：開催 5教室　参加　1,520人

内  容

内  容

内  容

内  容

生涯スポーツの振興を目的として、体育協会や工業会が中心と
なり実行委員会形式で開催される市民マラソン大会について、実
行委員として経費の一部を負担する。
25年度実績：参加者　1,546人

体育館
自家発電
装置更新

必要に応じ公園整備

内  容

地域スポーツの振興を図り、市民が参加しやすいスポーツの機会
を提供するため、八幡市民スポーツ公園について、必要に応じ施
設改修等の整備を行う。
25年度実績：テニスコート人工芝整備等

内  容

地域スポーツの振興を図るため、学校等の体育施設（グラウンド・
体育館・格技場）を開放し、体育団体のスポーツ活動等の利用に
供する。
25年度実績：利用　14,280件

洛南浄化センター運動広場の適切かつ円滑な管理運営を図るた
め、運営協議会に対し、構成市として運営費を負担する。
25年度実績：協議会開催　2回　利用人数　28,415人

スポーツ参加機会の拡充を図るため、体育協会に対し、府民総
合体育大会参加者の参加経費を助成する。
25年度実績：競技　15種目　総合　13位
　　　　　　　　参加　183人 　入賞　9種目

内  容
健康の保持・増進を図るため、ニュースポーツの指導や講演会等
を実施する。

スポーツを通じて市民相互の交流を促進するとともに、体力と競
技力の向上を図るため、体育協会への委託により、市民のフリー
エントリー制による市民総合体育大会を開催する。
25年度実績：競技・参加者 延　3,816人

内  容
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第2章第6節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 社会体育備品貸出 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
スポーツ用具等貸出

事業名 体育協会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
　

事業名 スポーツ少年団活動事業助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
都市公園等施設使用料助成

事業名 スポーツ推進委員設置（地域スポーツ振興） 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
スポーツ推進委員設置
スポーツ実技指導等実施

事業名 八幡市スポーツ賞表彰 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
個人・団体表彰

内  容
社会教育課窓口において、ストラックアウトやドッジビーなど
ニュースポーツ用具等の貸し出しを行う。
25年度実績：貸出　84件

内  容

スポーツ振興に大きく貢献している個人や団体を表彰する。
25年度実績：功労賞　　　　個人　 1人
　　　　　　　　優秀選手賞　個人　15人　団体　1団体
　　　　　　　　ジュニア賞　　個人　8人

内  容

スポーツ振興の中心的な役割を担う団体の育成を図るため、八
幡市体育協会に対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：スポーツ大会開催
　　　　　　　　成人　21種目　延54回　参加者　延8,304人
　　　　　　　　少年　6種目　延16回　参加者　延3,160人

スポーツを通じ青少年の健全育成を図るため、スポーツ少年団に
対し、市内の都市公園等施設使用料の一部を助成する。
25年度実績：利用　437件

地域スポーツの普及・振興を図るため、市民へのスポーツ実技指
導・助言を行うスポーツ推進委員を設置し、派遣する。
25年度実績：スポーツ推進員 24人　出務回数 203回

内  容

内  容
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第７節 文化芸術 
 

[めざす姿]  

■ 市民が文化芸術活動を通じて、郷土や地域に愛着と誇りをもちながら、心豊か

にやすらぎとうるおいのある暮らしを送ることができるよう、市民の自発的な

活動が支援され、貴重な文化的遺産の保存と豊富な歴史・伝統・文化資源を活

かした文化芸術都市が形成されていることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．文化芸術に対する意識

高揚 

(1) 市民が気軽に親しめる文化芸術活動 

(2) 市民主体の文化芸術活動 

２．地域の歴史的文化遺産

の保存及び活用 

(1) 伝統文化の保存と継承の推進 

(2) 文化財の保存と活用【重点】 

３．芸術鑑賞など広く文化

芸術に接する機会の拡

充 

(1) 文化芸術の鑑賞機会の充実 

(2) 文化施設等の運営 

４．文化芸術を担う人材育    
成 

(1)  文化活動指導者の人材育成 

(2)  文化芸術ボランティアの推進 

(3)  文化振興のための顕彰 

５．文化芸術に係る交流の
促進 

(1)  文化団体をつなぐ交流基盤づくり 

(2)  文化芸術による国際交流の促進 

６．文化芸術に係る環境の
整備及び充実 

(1)  公共施設等への文化性の導入 
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第2章第7節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 文化芸術振興（基本方針及び基本計画推進） 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
指針・計画推進
文化芸術振興会議開催

事業名 文化協会活動助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 市民文化祭開催 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
市民文化祭開催

事業名 音の祭典inYAWATA開催 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
「音の祭典inYAWATA」開催

事業名 子どもわくわく教室(文化芸術) 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教室開催

事業名 やわた市民文化事業団主催事業助成 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
主催事業助成
・クリスマスコンサート
・松花堂つばき展　他

事業名 おやじたちのコンサート 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
コンサート開催

事業名 佐藤康光杯争奪将棋大会開催経費負担金 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
大会開催経費負担

事業名 歴史シンポジウム 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
開催検討

―

内  容
文化芸術都市の形成に向け、「文化芸術振興に関する基本方針
及び基本計画」を策定し、計画に基づく取組を推進する。また、
文化芸術振興会議を設置・開催し、計画の進行管理等を行う。

内  容

本市出身の佐藤康光棋士（永世棋聖）の偉業を後世に伝えるとと
もに、青少年に夢と希望を与えることを目的として、実行委員会形
式で開催される将棋大会について、実行委員として経費の一部
を負担する。
25年度実績：参加者　228人

内  容

内  容

市民による文化活動を促進するため、市民が気軽に親しめる活
動（成果）発表の場として、文化協会への委託により、市民文化
祭を開催する。
25年度実績：舞台発表　43団体（769人）
　　　　　　　　作品展示　513点（428人）

文化芸術に接する機会の拡充を図るため、文化協会への委託に
より、子どもを対象とした文化芸術の体験教室を開催する。
25年度実績：茶道・華道教室　各10回開催　参加者　延　285人

市民による文化活動を促進するため、市民が気軽に親しめる活
動（成果）の発表の場として、文化協会への委託により、「音の祭
典inYAWATA」を開催する。
25年度実績：参加者　8団体　200人

内  容

市民文化の向上を図り、優れた文化芸術の公開と創造活動の奨
励・育成及び市民交流の促進を図るため、公益財団法人やわた
市民文化事業団に対し、主催事業費の一部を助成する。
25年度実績：主催　44事業

内  容

内  容
平成23年度に国民文化祭事業において開催した「おやじたちの
コンサート」の盛り上がりを継承するため、継続して開催する。
25年度実績：実行委員会形式で開催　入場者　833人

内  容
各種文化団体の活動の活発化を図るため、八幡市文化協会に
対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：構成　10連盟　28部会　会員　2,623人

内  容
石清水八幡宮を中心とした文化財に関する意識啓発や本殿国
宝指定支援の一環として、シンポジウム等を開催する。
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第2章第7節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 石清水八幡宮本殿調査支援 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
石清水八幡宮本殿調査
　委員会参画
　報告書作成

事業名 国庫補助市内遺跡調査（緊急目的の試掘・確認） 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

必要に応じ実施

事業名 国庫補助市内遺跡調査（石清水八幡宮境内） 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
石清水八幡宮境内石垣測量等調査

事業名 国庫補助市内遺跡調査（重要遺跡の範囲確認） 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
善法寺家邸宅跡範囲確認調査

事業名 緊急発掘調査（開発事前調査） 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
緊急発掘調査・報告書作成

事業名 美術工芸品調査・目録作成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
美術工芸品調査・目録作成
道標・墓標調査
拓本作成

事業名 古文書等調査・目録作成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

古文書等調査・目録釈文作成

事業名 文化財保存地保全事業 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
除草等保全
作業

事業名 史跡等記念物保全事業 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保全推進

市内の社寺旧家等が保有する古文書について調査し、文化財保
護に向けた基礎資料として目録（所蔵台帳）を作成する。
25年度実績：上津屋石田神社・山田家文書調査・西村家文書
　　　　　　　 　・木村家民具等調査

文化財の保存地となる土地について、定期的に除草等の保全作
業を行う。
25年度実績：除草実施　4カ所

内  容

内  容
除草実施

3カ所

松花堂庭園
の国名勝指
定に向けた

取組

内  容

遺跡・名勝などの記念物について、新規の史跡指定等に向けた
適切な保全を行う。
25年度実績：史跡石清水八幡宮境内災害復旧対応
　　　　　　　　 松花堂庭園内園測量、文化庁へ意見具申

内  容
石清水八幡宮の適切な保存等を図るため組織されている本殿調
査委員会に参画し、共同で報告書の作成を行う。
25年度実績：委員会開催　1回

内  容

内  容

宅地造成等土木工事に伴う埋蔵文化財の緊急本発掘調査事業
について、開発業者より委託を受け実施し報告書の作成を行う。
25年度実績：出垣内遺跡発掘調査完了
　　　　　　　　 幸水遺跡発掘調査完了・報告書刊行
　　　　　　　　 今里遺跡本発掘調査実施

国指定史跡となった石清水八幡宮境内について、今後の適切な
保存を図るため、崩落の危険度の高い石垣の測量・調査を行う。
25年度実績：石垣測量調査実施

内  容

内  容

内  容

開発事業を円滑に進めるため、開発に伴う緊急の試掘・確認調
査を行う。
25年度実績：試掘確認調査　４遺跡
　　　　　　　　　（橋本陣屋跡・今里・幸水・木津川河床）

市内の社寺旧家等が保有する美術工芸品について調査し、文化
財保護に向けた基礎資料として目録（所蔵台帳）を作成する。
25年度実績：善法律寺墓石調査・拓本作成
　　　　　　　　豊蔵坊墓石調査・拓本作成
　　　　　　　　内里西方寺仏像調査・安田家蔵調査

石清水八幡宮境内が国指定史跡となったことを受け、石清水八
幡宮と関係が深く、一体的に考えるべき重要遺跡について、調査
を行う。（事業期間：平成23年度～平成28年度）
25年度実績：範囲確認調査実施
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第2章第7節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 史跡八角堂保存事業 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【新規】国庫補助史跡保存整備事業（八角堂） 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保存修理実施

順次実施

事業名 国庫補助史跡保存整備事業（松花堂） 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【充実】史跡石清水八幡宮境内保存管理計画策定・推進 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

保存管理計画推進

事業名 文化財指定 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
指定候補文化財の調査

事業名 国宝重要文化財等保存整備費助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
整備費助成

事業名 国指定文化財維持管理費助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
維持管理費助成

事業名 府指定登録文化財等維持管理費助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
維持管理・修理費助成

事業名 府社寺等文化資料保全助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保全経費助成

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

国宝重要文化財等保存整備費補助金を受けて文化財等の保存
修理を行った所有者に対し、自己負担となった経費の一部を助
成する。
25年度実績：石清水八幡宮境内・本殿保存整備
　　　　　　　　 石清水八幡宮文書保存修理

国指定史跡である松花堂およびその跡について、国庫補助を受
け適切な保全に向けた整備を行う。（事業期間：平成24年度～平
成26年度）
25年度実績：劣化による補修等実施

史跡石清水八幡宮境内の適切な保存管理に向け、有識者等で
構成する委員会において審議・検討のうえ保存管理計画を策定
し、計画に基づく取組を推進する。
25年度実績：委員会開催　1回

「国庫補助史跡保存整備事業(八角堂)」
にて実施

保存管理
計画策定

市内の文化財について、市指定文化財とすべき候補文化財を調
査のうえ、文化財保護審議会による答申に基づき検討し、市文化
財の指定を行う。

府社寺等文化資料保全補助金を受けて文化資料の保全を行っ
た所有者に対し、自己負担となった経費の一部を助成する。
25年度実績：1資料保全

国史跡指定を受けた石清水八幡宮境内の一部である八角堂に
ついて、適切な保存に向けた整備等を行う。
25年度実績：保存修理基本設計実施

内  容
国史跡指定を受けた石清水八幡宮境内の一部である八角堂に
ついて、国庫補助を受け適切な保存に向けた整備を行う。（事業
期間：平成26年度～平成29年度）

平成26年度で終了

庭園整備等
実施

報告書刊行

半解体修理
のうち仮設
工事・屋根
解体工事

委員会
開催・検討

内  容

国指定文化財維持管理費補助金を受けて文化財の保守管理を
行った所有者に対し、自己負担となった経費の一部を助成する。
25年度実績：4文化財等維持管理

府指定登録文化財等維持管理費補助金を受けて文化財等の維
持管理を行った所有者に対し、自己負担となった経費の一部を
助成する。
25年度実績：5文化財等維持管理
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第2章第7節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 文化財を守り伝える京都府基金等事業費助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保全経費助成

事業名 市文化財保護事業費助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保全経費助成

事業名 郷土史会活動助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 ずいきみこし保存会活動助成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
活動助成

事業名 ふるさと学習館管理運営 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

管理運営
常設展示及び体験学習の実施
社会見学への対応
文化財貸出

事業名 ふるさと学習館体験学習事業 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
体験学習実施

事業名 文化財ボランティア養成 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
ボランティア募集
養成講座等開催

事業名 文化財講座等開催 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
講座等開催
出前講座開催

事業名 文化財展示事業 文化財保護課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
市内文化施設等における展示

内  容

内  容

内  容

内  容

ふるさと学習館所蔵資料を用い、市内文化施設等（松花堂美術
館、生涯学習センター、四季彩館）における巡回展示を行うほ
か、発掘調査現地説明会における展示を行う。
25年度実績：常設展示
　　　　　　　　巡回展示　3回

文化財保護意識の高揚を図るため、これまでの調査成果を公開
し、市民への周知を目的とした講座等を開催する。
25年度実績：講座等開催　16回

文化芸術を担う人材の育成を図り、ふるさと学習館における各種
事業を推進するため、ふるさと学習館支援ボランティアを募集し、
養成する。
25年度実績：ボランティア　7人　養成講座開催　2日間

ふるさとの文化財をより身近に感じてもらい、保護意識の高揚を
はかるため、ふるさと学習館において、埋蔵文化財や民具を用い
た体験学習を実施する。
25年度実績：開催　3回　参加者　延46人
                   （勾玉づくり・草木染め・カラス型ひこうきをつくろう）

内  容

文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金を受けて文化財
の保存修理を行った所有者に対し、自己負担となった経費の一
部を助成する。
25年度実績：1文化財等保全修理

内  容

内  容

郷土の歴史を研究し、普及活動や史跡の保護等を行う郷土史会
に対し、活動費の一部を助成する。
25年度実績：会員数　67人

文化財保護推進に向け、市内文化財の保全を行った所有者に
対し、保存経費の一部を助成する。
25年度実績：1文化財等環境保全

市民のふるさと意識や文化財保護意識の高揚を図るため、旧八
幡東小学校において「ふるさと学習館」を運営し、文化財や民具
等の資料整備及び展示・公開等を行う。
25年度実績：来館者　1,478人（うち小学生　728人）
　　　　　　　　 夏休みふるさと学習相談室　参加者　3人

伝統文化の保存継承を図るため、平成18年度に京都府無形民
俗文化財に登録された「ずいきみこし」の保存会に対し、活動費
の一部を助成する。
25年度実績：会員数　100人

内  容

内  容

69



第2章第7節

＜実施計画事業一覧＞

事業名 文化センター管理運営 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
指定管理者制度による管理運営

事業名 文化センター整備 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 松花堂庭園・美術館管理運営 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
指定管理者制度による管理運営

事業名 【充実】松花堂庭園・美術館整備 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
必要に応じ改修等実施

事業名 八幡市文化賞表彰 社会教育課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
個人・団体表彰

別館耐震
診断

本館外構工
事実施設計

内  容
市民文化振興に大きく貢献している個人や団体を表彰する。
25年度実績：優秀賞　個人　3人　ジュニア賞　2団体

内  容

市民が文化芸術に接する機会の拡充を図るため、文化活動等を
行い交流を深める場として、指定管理者制度により、文化セン
ターを運営する。
25年度実績：利用件数　3,235件　利用人数　157,549人

内  容
松花堂庭園・美術館について、必要に応じ施設改修等の整備を
行う。
25年度実績：庭園・美術館施設改修工事

内  容

市民が文化芸術に接する機会の拡充を図るため、松花堂昭乗ゆ
かりの施設及び市内美術館として、指定管理者制度により、松花
堂庭園・美術館を運営する。
25年度実績：利用件数　793件　利用人数　25,727人
　　　　　　　　　美術館入館者　10,119人　庭園入園者　25,027人

文化センターについて、必要に応じ施設改修等の整備を行う。ま
た、防災機能の強化を図るため、非構造部材の耐震化を行う。
25年度実績：非構造部材耐震化工事、空調設備改修等実施
　　　　　　　　 エレベーターリニューアル

内  容

施設ﾘﾆｭｰｱ
ﾙ計画策定

外内壁ﾀｲﾙ
調査・補修

必要に応じ改修等実施
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第３章 豊かな自然を守り、循環型の社会づくりを進めるまち 

―環境保全、土地利用― 

 

 

本市では平成 14（2002）年に「環境自治体宣言」を行い、「人と自然が共生する環境に

やさしいまち」にしていくことを決意しました。今後もこの宣言を大切にし、豊かな自然

を守り、循環型の社会づくりを進めていく必要があります。 

このため、市民、行政、事業者が協力してごみを減らし、分別により再資源化するため

の取組を進めます。 

また、市全体の土地利用計画を適切に運用し、保全する地域と活用する地域が明確で、

快適で暮らしやすいまちづくりを進め、省エネルギーで、環境負荷1の小さなまちをめざし

ます。 

さらに、まちなみや身近な河川、公園、緑地、田園等の自然が美しく保たれるよう、市

民や関係機関とともに取組を進めます。 

 

 

■成果指標 ………………………………………………………………………………… 

 

指  標 計画当初値 25年度実績値 目標値 

調査地点における河川のＢＯＤ環

境基準達成率 
100.0％ 80.32％ 100.0％ 

市域における温室効果ガス排出量 284,922t-CO2/年 ※357,461t-CO2/年 261,668t-CO2/年 

不法投棄件数 107件/年 84件/年 0件/年 

野外の違法な燃焼行為件数 61件/年 10件/年 0件/年 

市民 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ

排出量 
616g 604g 598g 

資源化率（可燃系） ― 16.74％ 25％ 

資源化率（不燃系） ― 12.23％ 25％ 

※については、平成 25年３月 31日実績値。 

 

 

                             
1 人々の活動が環境に与える悪影響。 
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第１節 自然環境 
 

[めざす姿]  

■ 「人と自然が共生する環境にやさしいまち」の実現に向けて、市民の環境意識

の高揚が進み、市民、NPO 等、事業者等、行政により、環境負荷を減らす取

組が継続的に行われ、豊かな自然環境が保全されていることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．自然環境との共生をめ

ざした都市基盤の整備 

(1) 自然との調和の推進 

(2) 自然環境・再生可能エネルギー2の活用の促進 

２．省エネルギーの推進 

(1) 省エネ商品の普及・啓発 

(2) 環境マネジメントシステムの認証取得の促進 

(3) 省エネ学習の推進 

(4) 

 

直接・間接エネルギー3消費を削減するための取組の推

進【重点】 

３．自然環境の保全 (1) 自然環境の保全【重点】 

 

 

                             
2 再生可能エネルギー：有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭等の化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り

返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。太陽光・太陽熱、水力、風力、地熱、など。 
3 間接エネルギー：我々が直接的にエネルギーを消費するまでに間接的に費やすエネルギーであり、製造や輸送に係わる

エネルギー等を指す。例えば、テレビを「見る」ために消費するエネルギーは直接エネルギーであるが、そのテレビの
製造・輸送・販売等に費やされるエネルギーは間接エネルギーである。 
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第3章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 住宅用太陽光発電システム設置費助成 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境マネジメントシステム認証取得支援 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境セミナー 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 みどりのつどい　グリーンカーテン講習会 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 スマート・エコ祭 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 第2次八幡市エコ・オフィス計画策定・推進 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 第2次八幡市環境基本計画策定・推進 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡市地球温暖化対策実行計画策定・推進 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡市環境白書作成 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

内  容

環境白書発行

計画推進
環境審議会開催

内  容

計画推進
環境審議会開催

内  容

環境基本計画に示されている「省資源・省エネルギーに努め、環
境負荷の少ない自然エネルギーの利用により、地球環境を保全
するまち」の実現に向け実行計画を策定し、市民・ＮＰＯ・事業者
等との協働により取組を推進する。

環境基本計画に掲げる各項目の取組内容及び目標の進捗状況
等についてとりまとめ、白書として作成・公表する。
25年度実績：作成　150部

中間見直し

市自らの事務事業に伴い排出される温室効果ガス排出量削減を
図るとともに、市が率先して温暖化対策に取り組むためエコ・オ
フィス計画を策定し、計画に基づく取組を推進する。

みどりのつどいにおいて、グリーンカーテン講習会を開催し、遮
光性・断熱性のある植物（ゴーヤ等）を建物の壁面周辺に設置す
ることを市民・事業者等に対し啓発することで、エネルギー消費抑
制を図る。
25年度実績：講習会開催 2回　参加者延 257人

環境問題に関する意識啓発を図るため、スマート・エコ祭を開催
し、グリーンカーテン写真コンテストやワークショップを行う。
25年度実績：平成25年11月2日開催　参加者　700人

「人と自然が共生する環境にやさしいまち」の実現を目指して環
境基本計画を策定し、地球温暖化防止に向けた取組を市民・ＮＰ
Ｏ・事業者等との協働により推進する。

内  容

スマート・エコ祭開催

内  容

次期計画
策定

次期計画
推進

計画推進
ノー残業デーの実施
（月・水）

内  容

温室効果ガスの削減と低炭素社会づくりを目指し、自然エネル
ギーを利用した発電システムの普及を目的に、住宅用太陽光発
電システム設置者に対し、設置費の一部（上限10万円）を助成す
る。
25年度実績：助成　133件

設置費助成

地球温暖化防止に向けた取組を推進するため、講習会や運営・
運用支援に向けた取組を行い、市内事業者等による環境マネジ
メントシステムの認証取得を促進する。

講習会開催

内  容

取得促進

内  容

環境セミナー開催

ゴーヤ苗配布

内  容
市民・事業者等を対象に、省エネ・省資源やリサイクル、廃棄物
削減などの環境保全の取組について学習・啓発を図る。
25年度実績：セミナー開催　1回
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第3章第1節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 環境マネジメントシステム推進（ＫＥＳ） 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境マネジメントシステム市民監査 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境マネジメントシステム中学生監査 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【新規】自然生態系調査 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
調査実施

「八幡のまち
の小さな仲
間たち」
改訂

中学生監査実施

ＫＥＳ環境マネジメントシステムスタン
ダード(ステップ1)の適用

内  容
環境マネジメントシステム運用に係る取組内容や目標の進捗状
況等について、中学生監査員による監査を実施する。
25年度実績：監査員　10人　1回実施

内  容

生物多様性の維持等、今後の本市の自然環境の保全に向け八
幡市内に生息する野鳥、昆虫、魚貝類、植物、哺乳類等につい
て自然生態系調査を行い、平成4年度に作成した「八幡のまちの
小さな仲間たち」の改訂を行う。

―

市民監査実施

内  容
環境マネジメントシステム運用に係る取組内容や目標の進捗状
況等について、市民監査員による監査を実施する。

内  容

広く事業者や市民を対象とする環境マネジメントシステム（ＫＥＳ）
について、市内１事業者として率先し、環境マネジメントシステム
運用に向けた各種取組を行う。
25年度実績：ステップ1確認登録取得
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第２節 生活環境 
 

[めざす姿]  

■ 市民、NPO 等、事業者等、行政の環境への取組により、公害の防止や、環境意

識の高揚が進み、快適な生活環境が確保されていることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．環境にやさしい市民、

事業者の育成 

(1) 環境教育や環境学習の推進【重点】 

(2) 市民・事業者の環境保全活動への支援 

(3) 環境関連団体との連携・支援 

(4) 環境保全に係る情報提供の推進 

(5) 美しいまちづくりの推進【重点】 

２．公害防止活動の推進 

(1) 大気汚染の防止 

(2) 水質汚濁の防止 

(3) 騒音・振動の低減 

(4) 不法投棄の防止 

(5) 野外焼却行為の禁止 

(6) 低公害車の導入 
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第3章第2節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 就学前環境教育推進 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境保全協定締結推進 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡市環境市民ネット活動支援 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 市民美化活動推進（「まちかどのごみ」ゼロの日） 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境美化協議会活動事業助成 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 水と緑を守る市民の会活動事業助成 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 美しいまちづくり推進 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 美しいまちづくりまかせて！事業 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 除草指導 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

活動助成

内  容

水と緑を守る市民の会に対し、廃食油を原料とする石鹸作り・リサ
イクル商品の使用啓発、環境関連施設見学会の開催などの活動
費の一部を助成する。
25年度実績：構成員　34人

活動助成

環境月間（6月）及び環境衛生週間（9月）に、八幡市「まちかどの
ごみ」ゼロの日実行委員会の主催により、市民参加による市内美
化活動（「まちかどのごみ」ゼロの日）を実施する。
25年度実績：実施 2回（6月2日、9月22日)　参加者　延345人

締結推進

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

講座等開催

幼稚園・保育園児等を対象に、就学前環境教育（大型紙芝居、
環境啓発クイズ等）を行う。
25年度実績：講座開催　11回　参加者延　901人

「八幡市美しいまちづくりに関する条例」に基づき、市と協定を結
び一定区画の公共の場所等の環境美化活動を行う事業者・市民
等に対して掃除用具等の支援を行う（アダプト制度）。
25年度実績：新規登録　1団体　計 12団体

事業者・市民等と行政のパートナーシッ
プのもとでのまちの美化推進

環境美化協議会に対し、活動（「まちかどのごみ」ゼロの日実行委
員会事務局、駅前及び放生川の定期清掃、大谷川桜の木害虫
防除等）費の一部を助成する。
25年度実績：構成員 9団体　駅前・放生川定期清掃 2回実施

活動支援

条例啓発
モデル地域選定

空き地等除草指導
処理実施

環境基本計画の実現を図ることを目的に、「八幡市美しいまちづ
くりに関する条例」の遵守について啓発し、市民協働によりまちの
美化を推進する。
25年度実績：路面ステッカー貼付　20枚

「まちかどのごみ」ゼロの日実施

市内事業所からの公害発生を防止することで市民の健康を保持
し、快適な生活環境を保全するため、市と事業者との環境保全協
定の締結を行う。
25年度実績：協定締結　196事業所

環境基本計画等の取組の推進を目的として市民・事業者・行政
で構成する環境パートナーシップ組織である環境市民ネットの活
動支援を行う。
25年度実績：個人会員　23人

八幡市美しいまちづくりに関する条例に基づき、生活環境の保全
及び火災予防を図るため、必要に応じて空き地等の所有者に対
する除草指導及び委託による処理を行う。
25年度実績：指導　322件　処理　62件
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第3章第2節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 犬の登録・狂犬病予防注射 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【新規】犬・猫避妊手術費助成 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 野犬捕獲 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 動物死体引き取り 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 害虫対策 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境パトロール 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 公害等に係る相談対応 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 光化学スモッグ対策 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 河川水質調査 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

内  容

内  容

動物の適正飼養について啓発するとともに、野犬・野猫の繁殖を
抑制するため、犬・猫の避妊手術を行う方に対し、避妊手術に係
る費用の一部を助成する。
助成額：犬1頭または猫1匹 5千円

手術費助成
動物の適正使用啓発チラシ配布

内  容

内  容

犬の適正な飼養を図るため、犬の登録及び狂犬病予防注射済
票の交付を行う。また、ペットの適正飼養の啓発・広報活動を行
い、予防注射実施率の向上を図る。
25年度実績：新規登録数　231頭　予防注射　2,302頭

相談対応

パトロール・指導
・日常パトロール、夜間パトロール
・年末パトロール
・緊急パトロール

捕獲・搬送

防護服貸出

動物の死体について、所有者不明または処分困難な場合に、引
き取りを行い、集積場へ搬送する。
25年度実績：引き取り　634件
　　　　　　　　（犬　118件　猫　387件　その他　129件）

水質測定調査

河川水質汚濁に係る現状把握を目的とし、日常的な監視活動と
併せ、定期的な調査を実施する。
25年度実績：調査　62回（15地点　4回及び夜間1地点　2回）

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、不法投棄、
その他の8つの項目について、発生源の特定及び発生の未然防
止を目的とし、市民からの相談に応じる。
25年度実績：相談　137件

美しいまちづくり及び安全・安心のまちづくりを推進するため、野
犬の捕獲及び搬送を行う。
25年度実績：捕獲数　4頭

内  容

内  容

内  容

内  容

蜂等の害虫に関して相談を受け付け、駆除業者紹介及び蜂駆除
防護服の無料貸し出しを行う。
25年度実績：貸出　30件

登録・鑑札交付
狂犬病予防注射済票交付

引き取り

内  容

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、不法投棄、その他の5項目につ
いて、発生源の特定及び発生の未然防止を目的とし、パトロール
を実施する。
25年度実績：環境パトロール　延105回

警戒
関係機関との調整毎年5月1日から9月30日までを光化学スモッグ緊急対策期間と

し、京都府から注意報及び警報が発令された場合、市内の関係
機関に連絡、発令横断幕を掲げる等、市民に警戒を促す。
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第3章第2節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 地下水利用実態調査 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 地盤沈下防止対策 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 騒音測定検査・指導等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
騒音測定調査・指導

事業名 騒音関係届出受理・指導等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
監視・指導

事業名 振動測定検査・指導等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 振動関係届出受理・指導等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 悪臭検査分析・指導等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 悪臭関係届出受理・指導等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 不法投棄対策 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

測定機
更新

内  容

広域幹線道路の整備に伴う振動についての現状把握を目的と
し、市内5カ所において定期的な調査を行うとともに、発生源の特
定及び指導等を実施する。規制値を超過した場合、道路管理者
に改善を要請する。
25年度実績：調査　5カ所

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

内  容

臭気測定調査・指導

振動測定調査・指導

振動規制法及び京都府環境を守り育てる条例により義務付けら
れた届出を受理し、振動発生施設等の監視及び指導を行う。
25年度実績：特定施設届出　12件
　　　　　　　　 （振動規制法：1件・京都府条例：11件）
　　　　　　　　特定建設届出　14件

内  容

環境パトロールや相談・苦情等に基づき、投棄者特定、警察引継
など不法投棄対策を総合的に推進する。
25年度実績：不法投棄　84件

監視・指導

パトロール実施

悪臭等に係る現状把握を目的とした調査を、相談等に基づき行
い、発生源の特定及び指導等を実施する。

地盤沈下の未然防止に向け、市の要綱により、井戸の設置・廃止
や取水量等について事業者より届出を義務付け、監視・指導等
を行う。

広域幹線道路の整備に伴う騒音についての現状把握を目的と
し、定期的な調査を行うとともに、規制値を超過した場合、道路管
理者に改善を要請する。
25年度実績：調査　5カ所

内  容

地下水調査
公害を防止するため、日常的な監視活動と併せて定期的な調査
（市内事業所、農業揚水、市揚水）を行い、発生源に対する指導
を図る。
25年度実績：調査　井戸本数　101本

悪臭防止法及び京都府環境を守り育てる条例により義務付けら
れた届出（特定施設に関する届出）を受理し、飼料・肥料の原料
置き場などの施設設置者等の監視及び指導を行う。

騒音規制法及び京都府環境を守り育てる条例に基づく対象施設
等の届出を受理し、騒音発生施設等の監視及び指導を行う。
25年度実績：特定施設届出　13件
　　　　　　　　 （騒音規制法：2件・京都府条例：11件）
　　　　　　　　特定建設届出　17件

監視・指導

監視・指導
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第3章第2節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 埋立・盛土及び土砂採取に係る届出受理・許可等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 違法燃焼行為監視・指導等 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境配慮型車両の導入推進 環境保全課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
導入推進

事業名 電気自動車用充電設備整備 総務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

ハイブリット
車1台導入

内  容

パトロール・指導

不法投棄や産業廃棄物の無許可処分行為等を未然に防止する
ため、事業者から事前届出を受け、審査のうえ各種許可を行う。
25年度実績：届出　1件

野外での不正な燃焼行為及び焼却炉の不正使用について指導
等を行う。
25年度実績：指導　野外　10件

内  容

届出受理・許可

運用

内  容

電気自動車の普及を促進し、温室効果ガスの発生抑制を図るた
め、電気自動車用の充電設備を市役所駐車場に設置し、運用す
る。
25年度実績：急速充電器1台設置

内  容

自動車による大気汚染を軽減するため、公用車への低公害車
（ハイブリッド車、天然ガス車、電気自動車など）の導入を推進す
る。
25年度実績：電気自動車　1台
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第３節 循環型社会 
 

[めざす姿]  

■ 廃棄物の発生抑制（リデュース）、資源の再利用（リユース）、資源の再生利用

（リサイクル）等の促進により、環境への負荷の少ない循環型社会が形成され

ていることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．ごみ減量化の推進  

(1) 発生抑制と再利用の推進【重点】 

(2) リサイクルの推進【重点】 

２．収集システムの確立 

(1) 収集体制の整備 

(2) 収集拠点の整備 

３．城南衛生管理組合3の効

率的運営の促進 

(1) 処理施設・処分地の整備 

(2) し尿処理対策の促進 

 

 

                             
3 城南衛生管理組合：宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・井手町・宇治田原町の３市３町で構成する一部事務組合。ご

み処理やし尿処理など、広域行政による効率的な事業を進めている。 
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＜実施計画事業一覧表＞

事業名 八幡市一般廃棄物処理基本計画策定・推進 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 八幡市一般廃棄物処理実施計画策定・推進 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 清掃概要作成 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 ごみ減量・リサイクル推進啓発事業 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 買い物袋持参運動 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 地域懇談会開催 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 環境まつり 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 事業系ごみ減量対策 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可・指導 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

計画推進

次期計画
策定

内  容

環境の保全及び公衆衛生の向上に努め、循環型社会を実現す
るために、八幡市一般廃棄物処理基本計画を策定し、3R【リ
デュース（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再生利用）】
等、計画に基づく取組を推進する。

内  容

レジ袋の削減を図るため、各種団体と連携し、買い物時における
買い物袋・買い物かごの持参を促進する。
25年度実績：啓発活動　スーパーマーケット6カ所
　　　　　　　 　街頭アンケート実施 1回

内  容
市内事業所から排出される事業系ごみの減量を図るため、事業
系ごみの動向把握及び指導啓発を行う。

内  容
八幡市一般廃棄物処理基本計画を実効性のあるものにするため
に、毎年度実施計画を策定し、計画に基づく取組を推進する。

内  容
ごみ・リサイクル等に関する施策および廃棄物排出量等のデータ
を記載した清掃概要を毎年度作成し、公表する。
25年度実績：公表 3月

ごみ減量・リサイクル推進に係る施策の理解促進及び市民の意
識啓発等を図るため、出前講座をはじめとする施策の説明会を
開催する。
25年度実績：出前講座　4回実施

環境問題に関する意識啓発を図るため、環境をテーマにしたイ
ベントを城南衛生管理組合及び構成3市3町の主催で開催する。
25年度実績：平成25年10月6日開催　参加者　約800人

一般廃棄物収集運搬・処分業の許可・更新等について、事業者
の申請に基づく許可の決定及び報告徴収等を行い、必要に応じ
て指導を行う。
25年度実績：許可事業所　13件

計画策定・推進

チラシ作成・配付

出前講座開催

啓発
マイバッグの配布

内  容

内  容

内  容

ごみ減量・リサイクル推進啓発に係る刊行物（ごみ分別啓発チラ
シ「ごみの分け方・出し方 資源物回収日程表」）を作成し、市内
全戸に配付する。
25年度実績：35,000部作成

環境まつり開催

清掃概要作成・公表

指導啓発

許可・指導

内  容
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第3章第3節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 一般廃棄物再生利用業の指定 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 一般廃棄物搬入承認申請 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 ごみ有料化検討 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 大型ごみ手数料見直し検討 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 再生資源化活動促進 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 廃家電等リサイクル 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 リサイクル情報提供 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 可燃物、不燃物収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 大型ごみ収集・搬送 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

家電4品目及びパソコンについて、販売店や指定取引場所への
持参が困難なケースなどやむを得ない場合に、市で回収を行
い、取次所へ搬送する。
25年度実績：回収 27件

情報提供

内  容

リサイクル関連の情報を広く市民に発信するため、市ホームペー
ジ及び広報やわたにごみ減量に関する情報を掲載する。

内  容

家庭から出る大型ごみについて、電話による予約戸別収集及び
持ち込みによる収集を行い、処理施設への搬送を行う。
25年度実績：収集量　262.74t
　　（戸別収集：　2,593件、持込収集：平日 5,621件・休日 671件）

内  容

内  容

病院・国土交通省・ＵＲ等の一般廃棄物搬入申請または変更申
請を受理し、承認等の決定を行い、必要に応じて立ち入り調査を
行う。
25年度実績：審査 6件　承認　6件

内  容

内  容

再生利用されることが確実な一般廃棄物のみの収集・運搬・処分
を行う一般廃棄物再生利用業の指定申請及び範囲変更の申請
に基づき、指定等の決定を行う。
25年度実績：指定　2件

内  容 大型ごみの回収・運搬等の手数料の見直しについて検討を行う。

可燃物（週2回）・不燃物（週1回・平成
27年1月からは隔週1回）収集

有料収集の実施
平日戸別収集・祝日持込受付

手数料見直し検討

回収・運搬

ごみ収集業務のあり方として、一般家庭ごみ収集の有料化につ
いて検討する。

奨励金支給

指定・指導

内  容

古紙・古布回収等の再生資源化活動を行う自治会、ＰＴＡ、地域
子ども会等の団体を対象として奨励金を支給する。また、未実施
地区における啓発を行う。
25年度実績：支給　65団体　回収量　2,185t

承認・指導

有料化検討

内  容

環境事務所収集作業員により、可燃物・不燃物収集を行う。ま
た、一部地域について民間委託により収集を行う。
25年度実績：可燃物（週2回）　収集量　14,987.87ｔ
　　　　　　　　不燃物（週1回）収集量　4,478.59t
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第3章第3節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 じんかい収集車整備 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度
維持管理

事業名 分別収集対策推進 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 空ビン分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 空缶分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【新規】プラスチック製容器包装分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 紙パック分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 ペットボトル分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 食品トレー・発泡スチロール分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 廃乾電池分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

内  容

ごみの減量化・再資源化を目指し、シルバー人材センター等へ
の委託によりごみの分別収集（8品目）を行うとともに、学習機会の
拡充や情報の提供により、市民、事業者等への意識啓発を行う。
25年度実績：資源化率：可燃系　16.74％、不燃系　12.23％

内  容

内  容

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託により紙パックの回収を行う。
25年度実績：月2回　回収量　27.58ｔ

内  容
ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託により空缶の回収を行う。
25年度実績：月2回　回収量　93.53ｔ

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託によりペットボトルの回収を行
う。
25年度実績：月2回　回収量　125.05ｔ

内  容

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託により空ビンの回収を行う。
25年度実績：月2回　回収量　328.25ｔ

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託により廃乾電池の回収を行う。
25年度実績：月2回　回収量　4.45ｔ

内  容

内  容

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託により食品トレー・発泡スチ
ロールの回収を行う。
25年度実績：月2回　回収量　18.20ｔ

内  容

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託により、プラスチック製容器包
装廃棄物（プラマークの付いた容器包装）の収集を行う。（隔週1
回）

分別収集

分別収集

分別収集

分別収集

分別収集

分別収集

資源物の分別収集
　市内全域・地区ステーション

更新3台
3.5t・2t
ディーゼル
車

分別収集開
始（平成27
年1月から）

分別収集

内  容
じんかい収集車の定期的更新を行う。その際、環境に配慮した低
公害車への更新を推進する。
25年度実績：2tディーゼル車　3台更新
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第3章第3節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 スプレー缶・カセットボンベ分別回収 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 家庭食用廃油分別収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 【新規】ふれあい訪問収集 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 ごみ処理手数料減免（台風18号被災者支援） 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 ごみ集積場等整備 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 カラスよけネット購入助成 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 ごみステーション設置開発指導 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 城南衛生管理組合負担金 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 浄化槽設置（変更）に関する届出受理等 環境業務課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

運営経費負担
建設経費負担

内  容

ごみの飛散防止と定点収集の促進を図るため、カラスよけネット
等を購入した市内の自治組織等に対し、カラスよけネット購入費
の一部を助成する。
25年度実績：助成34件、更新分について助成拡充

内  容
ごみ集積場及び資源物集積所の改良等整備及び維持管理を行
う。
25年度実績：改良3カ所

申請審査・指導

分別収集

内  容
浄化槽設置（変更）届出の受理や浄化槽廃止届出の受理等を行
う。
25年度実績：廃止　4件

内  容

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託によりスプレー缶の回収を行
う。
25年度実績：月2回　回収量　11.26ｔ

内  容
ごみステーション設置等に関する相談・事前協議申請を受理し、
協議書への回答及び境界確定への立会い等を行う。
25年度実績：立会い　3件

内  容

内  容

城南衛生管理組合での廃棄物処理・し尿処理に係る運営経費・
建設経費について、構成団体として分担割合を負担する。
25年度実績：クリーン21長谷山周辺整備、折居清掃工場改修整
　　　　　　　　備、粗大ごみ処理施設整備、奥山埋め立て処分地
　　　　　　　　浸出水対策

ごみ減量に対する意識向上及び資源の有効活用を目的として、
シルバー人材センター等への委託により家庭食用廃油の回収を
行う（地区ステーション）。また、回収拠点の拡大及び再利用シス
テムの構築に向けた検討を行う。
25年度実績：回収　26カ所　5,962リットル

内  容

平成25年9月16日の台風18号による豪雨災害で被害を受け、り
災証明書の交付を受けた人について、ごみ処理手数料の減免を
行う。
25年度実績：減免40件

内  容

市内在住の要介護認定を受けている方及び身体障害者手帳の
交付を受けている一人暮らしの方で、ごみ収集場所へのごみ出
しが困難な方の自宅を訪問し、個別にゴミ収集を行う。また、ごみ
出しがされていない場合については安否確認も行う。

届出受理等

分別収集

購入費助成

維持管理

平成25年度で終了

申請受付
個別訪問収集・安否確認実施

84



第４節 景観 
 

[めざす姿]  

■ 豊かな自然景観や歴史的景観の保全、市街地の良好な景観の創出が進み、快適

な生活環境や、個性的で活力ある地域社会が形成されているとともに、地域へ

の愛着が育まれていることをめざします。 

 

 

[施策体系] 

１．都市景観の向上 (1) 良好な市街地景観の創出 

２．都市の快適性の確保と

住環境の保全 

(1) 市街地の緑地の保全 

(2) 親水事業の促進【重点】 

３．自然景観・歴史的景観

の保全 

(1) 自然景観の保全【重点】 

(2) 歴史的景観の保全【重点】 
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第3章第4節

＜実施計画事業一覧表＞

事業名 屋外広告物管理 管理・交通課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 景観法に関する調整 都市計画課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 電線の地中化の検討 都市計画課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業名 歴史街道計画推進 都市計画課 平成26年度 平成27年度 平成28年度

内  容

歴史や文化資産を活かした個性と魅力ある地域づくりを進めるこ
とを目的として、歴史街道計画に基づく事業実施について景観
等の検討を行うため、八幡市歴史街道計画整備検討委員会を設
置し、歴史街道計画の取組を推進する。

必要に応じて歴史街道計画整備検討
委員会の開催

内  容
良好な景観の創出に向け、適正な屋外広告物の許可及び違法
な屋外広告物の除却等を行う。
25年度実績：新規32件　更新40件　除去6件

内  容 良好な景観を創出するため、電線の地中化について検討を行う。

関係機関との連携・調整

内  容
京都府による景観計画との連携推進及び景観行政に関する調整
等を行う。

申請の受理・許可等

検討
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