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はじめに 

  

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、平成 20年 4月か

ら毎年、教育委員会はその権限に属する事務の管理及び執行について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成、議会に提出し公表することとされています。 

 この報告書は、同法の規定に基づき、平成 23年度八幡市教育委員会が執行した事務

の取組進捗状況等についての点検・評価を学識経験者の意見等を頂いてまとめたもの

です。 

 

１  教育委員会開催回数 

平成 23年度の定例教育委員会は原則として月１回、臨時教育委員会は必要に応じて

それぞれ下記のとおり開催しました。 

○定例教育委員会   １２回 

○臨時教育委員会    ３回            

 

２  教育委員会審議等状況 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 23条に定める職務について、同法

第 26条及び｢八幡市教育委員会基本規則の教育長の任務 第 17 条の規定に基づき、平

成 23 年度は下記の 16件について審議、68件について報告しました。 

 

《 平成２３年度教育委員会議題一覧 》 
                    

 件    名 議決日 

１ 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱について H23. 6.27 

２ 
教育委員長任期満了(8/1 付け)に伴う委員長選出及び委員長職務代理者

の指名について                                                                               
H23. 7. 6 

３ 
八幡市内に在住する児童、生徒が入学する学校を指定する規則の一部を

改正する規則について 
H23. 7. 6 

４ 
八幡市教育委員会基本規則及び八幡市体育指導委員に関する規則の一部

を改正する規則について 
H23. 8.18 

５ 平成 24年度以降使用中学校教科用図書に係る採択について H23. 8.25 

６ 幼稚園教育について H23．9.28 

７ (仮称)八幡市教育支援センターの設置について H23.11.24 

８ 学校図書館管理運営について H23.12. 5 

９ 
八幡市教育委員会基本規則の一部改正について 

（八幡市教育研究所の廃止及び八幡市教育支援センター事業に係る改正） 
H24. 1.20 

１０ 
八幡市教育委員会基本規則の一部改正について 

（委員の委嘱、任命に係る改正） 
H24. 1.20 

１１ ｢平成 24年度学校教育の方針と目標｣(案)について H24. 2.24 



 

 

１２ ｢平成 24年度社会教育の方針と目標｣(案)について H24. 2.24 

１３ 教職員の人事案件について H24. 2.24 

１４ 教育委員の辞職願に対する同意について H24. 3.19 

１５ ｢平成 24年度学校教育の方針と目標｣(第 2案)について H24. 3.23 

１６ ｢平成 24年度社会教育の方針と目標｣(第 2案)について H24. 3.23 

 

 

《 平成２３年度教育委員会報告等一覧 》 
                        

 件    名 報告日 

１ ４月１日付教育部人事異動について H23. 4. 1 

２ 平成 23年度学校訪問日程表(案)について H23. 4. 1 

３ 
「平成 23年度学校･社会教育の方針と目標」及び「平成 23年度学校教育

の重点」(八幡市版）最終版の配付について 
H23. 4. 1 

４ 
平成 23年度市立幼稚園及び小･中学校在籍者数･教員数等(市独自数値)の

結果について 
H23. 5.13 

５ 「平成 23年度研究指定」について H23. 5.13 

６ 「平成 22年度園長会のまとめ」について H23. 5.13  

７ 「平成 23年度八幡市教育研究所事業方針」について H23. 5.13 

８ 平成 23年市議会第 1回臨時会及び第 2回定例会会期日程予定表について H23. 5.13 

９ ７月１日付け人事異動について H23. 6.27 

１０ 八幡市教育研究所設置要綱の一部改正について H23. 6.27 

１１ 八幡市新学校教育充実計画の策定について H23. 6.27 

１２ 国民文化祭に係る報告について H23. 6.27 

１３ 平成２２年度生涯学習センター並びに公民館事業報告書について H23. 6.27 

１４ 平成２２年度「所報」の配付について H23. 6.27 

１５ 
山城地区教科用図書(H24 年度使用中学校教科書)採択委員会の委員の選

任及び採択委員会の日程について 
H23. 6.27 

１６ 平成２３年度生涯学習センター並びに公民館事業計画書について H23. 7. 6 

１７ 幼稚園夏期休業中の預かり保育について H23. 7. 6 

１８ Ｈ24年度使用中学校教科用図書選定資料の配付について H23. 7. 6 

１９ 八幡市教育委員会事務事業点検・評価報告書の経過報告について H23. 8.25 

２０ 教育研究所機能の一部移転について H23. 8.25 



 

 

２１ 
八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例(案)について 
H23. 8.25 

２２ 市立各幼稚園、小・中学校平成 23年度運動会・体育祭の日程について H23. 8.25 

２３ 平成 23年第 3回定例会会期日程予定表の配付について H23. 8.25   

２４ 八幡市教育委員会事務事業点検・評価報告書について H23. 9.28 
 

２５ 八幡市文化賞・スポーツ賞選考に関する懇話会設置要領について H23. 9.28   

  

  

  

２６ 八幡市中学校昼食調査研究会の設置について H23. 9.28 

２７ 平成 24年度八幡市立幼稚園園児募集要頄について H23. 9.28 

２８ 「年報平成 22年度」の配付について H23. 9.28 

 

 

２９ 平成 23年度やわた放課後学習クラブについて H23. 9.28    

３０ 平成 23年度近畿市町村教育委員研修大会について H23. 9.28 

３１ 
「八幡市青尐年の主張大会、市文化賞・スポーツ賞」及び「第 13回音の

祭典」について 
H23.10.13 

３２ 八幡市における小中一貫教育について H23.10.13     

３３ 
優れた地域による学校支援活動（八幡市中学校校区学校支援地域本部)文

部科学大臣表彰の内定について 
H23.10.13 

３４ 平成 23年度(平成 24年度入学予定者)就学時健康診断日程表について H23.10.13  

３５ 「第 29回八幡市立幼稚園のつどい」について H23.10.13 

３６ 「石清水八幡宮境内調査報告書」の刊行について H23.10.13 

３７ 国民文化祭「松花堂昭乗展」開会式について H23.10.13 

３８ 2011八幡市民マラソン大会の申込状況について H23.11.24 

３９ 八幡市立松花堂庭園条例の一部を改正する条例案について H23.11.24 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

４０ 男山東中学校校区学校支援地域本部の設置について H23.11.24   

４１ 国文祭「おやじたちのコンサート」「松花堂昭乗展」の報告について H23.11.24   

４２ 「石清水八幡宮境内」の国史跡指定について H23.11.24   

４３ 平成 24年度園児募集による各園入園見込み数について H23.11.24   

４４ (仮称)八幡市教育支援センターの設置について H23.11.24   

４５ CEI Press第 90号の配付について H23.11.24   

４６ 京都府市町村教育委員研修会参加報告について H23.11.24   

４７ 市議会第４回定例会会期日程予定表の配付について H23.11.24  

 

  

４８ 八幡市議会第４回定例会への請願について H23.12. 5   



 

 

４９ ２０１２八幡市民マラソン大会の結果について H23.12. 5  

 

  

５０ 平成２４年成人式について H23.12. 5   

５１ (財)やわた市民文化事業団の公益法人への移行について H23.12. 5 
  

５２ くすのき第５７号の配付について H23.12. 5 

５３ ｢平成 24年度学校教育･社会教育の方針と目標｣について H24. 1.20    

５４ 「八幡市立公民館条例」の一部改正について H24. 1.20   

５５ 「八幡市立図書館条例」の一部改正について H24. 1.20   

５６ 美濃山・欽明台地域に図書館建設を求める署名について H24. 1.20 
  

５７ 「八幡市第 10回英語フェスティバル」の開催について H24. 1.20 

５８ 「八幡市教育支援センター事業実施要綱」の制定について H24. 1.20 

５９ 「八幡市教育委員会公印規程」の一部改正について H24. 1.20 

６０ 平成 24年八幡市議会第 1回定例会会期日程予定表(案)の配付について H24. 1.20 

６１ 市立各校(園)の卒業(園)、入学(園)式の日程(出席者)について H24. 2.24 

６２ 石清水八幡宮境内の国史跡指定及び歴史シンポジウムの開催について H24. 2.24 

６３ 市政運営の所信について H24. 3.23 

６４ 4月 1日付け教育部人事異動(内示）について H24. 3.23 

６５ 平成 24年度教職員人事異動辞令交付式について H24. 3.23 

６６ 八幡市子どもの読書活動推進計画（第二次推進計画）」について H24. 3.23 

６７ 歴史シンポジウムについて H24. 3.23 

６８ スポーツ推進委員の委嘱について H24. 3.23 

 

 

３  教育委員会委員の活動概要 

《 学校(幼稚園)訪問の概要 》 

月１回の定例教育委員会開催日に、教育委員(教育長含む)による幼稚園、小･中学校

の学校(園)訪問（午前 10時及び 11時から給食を含み午後 2時半頃まで２～３校園分）

を実施しています。 

平成 23年度は、全幼稚園(６園)、全小学校(８校)、全中学校(４校)の学校訪問を実

施しました。 
 

 取組事頄：授業参観、校(園)長等との意見交換、給食懇談等 

 



 

 

《 教育委員会関係の会議・行事等一覧 》(教育長会議関係は除く) 
 

  市関係 国･府関係 

4月 

･教職員人事異動辞令交付式(1日) 

･年度当初校･園長会(1日) 

･市立幼稚園入園式、小・中学校入学式(8日､11 

 日､12日) 

･山城地方教育委員会連絡協議会第 1 回理事会

(20日山城教育局) 

5月 
･市民総合体育大会開会式(29日) ･山城地方教育委員会連絡協議会総会及び委員長

部会・教育長部会合同研修会(6日宇治市) 

6月 ･市議会第 2回定例会   

7月  ・綴喜地方教育委員会連合会総会(11 日宇治田原町) 

8月   

9月 
･市議会第 3回定例会 

･市立中学校体育祭(17日) 

 

10月 

･市立小学校･幼稚園運動会(1日､8日､15日) 

･市民文化祭(29日) 

･国民文化祭「松花堂昭乗展」開会式(19日) 

･近畿市町村教育委員研修大会(12日岸和田市) 

11月 

･市議会第 1回臨時会 

･市スポーツ賞･文化賞表彰式(3日) 

･青尐年の主張大会(3日) 

･国民文化祭「おやじたちのコンサート」(6日)    

･第 29回八幡市立幼稚園のつどい(19日) 

･音の祭典(13日) 

･京都府市町村教育委員研修会(11日京都市内) 

12月 

･市議会第 4回定例会 

･市民マラソン大会(4日) 

･八幡市立幼稚園教育研究会公開保育(7日) 

・シンポジウム「速報！八幡のはちまんさん・

歴史マンダラ－遺跡調査からよみがえる石清水

八幡宮の歴史－」（10日） 

  

1月 

･初春のつどい(7日) 

･市成人式(9日) 

･平成 23年度美濃山廃寺発掘調査現地説明会 

（15日）                                                                                                                                                                        

  

2月 
･第 10回英語フェスティバル(4日) ･山城地方教育委員会連絡協議会教育委員研修会

(14日宇治市) 

3月 

･市議会第 1回定例会 

･府立京都八幡高校卒業式(1日) 

･八幡支援学校高等部卒業式(8日) 

･東日本大震災チャリティーコンサート(11日) 

･市立幼稚園卒園式､小・中学校卒業式(14日､16

日､19日､23日) 

･シンポジウム「日本文化と史跡・石清水八幡宮」

（17日） 

  



 

 

４  事務事業点検・評価の方法・構成等 
 

◇本市の総合的な指針である「八幡市総合計画第５次実施計画」に基づき、平成 23

年度教育施策を基本方向、重点取組、主な施策の項に掘り下げ、その｢主な施策｣

には具体的内容･実績･成果課題を示しています。点検･評価にあたっては、教育に

関し学識経験を有する方である市教育委員会事務事業点検･評価委員のご協力によ

り色々な意見・助言等を頂きました。 

 

《 教育施策の基本方向 》 

   平成 23 年度教育施策の基本方向は従前の「八幡市総合計画第５次実施計画」に

基づいた内容を転記しております。 

 

《 八幡市教育委員会事務事業点検･評価委員 》 

      ・稲葉 光行（立命館大学教授、八幡市子ども会議運営協力者） 

・小牧 久仁（京都府総合教育センター教育相談員、元八幡市立小学校校長） 

 

《 評価判断基準 》 

  事務事業の具体的な内容･実績に対し、成果や課題、今後の目標をふまえ、事務事

業点検・評価委員からのご意見等(コメント)と評価を頂きました。 

   

Ａ･･･十分な成果が見られる 

  Ｂ･･･おおむね成果が見られる 

  Ｃ･･･成果も見られるが、今後検討し、さらなる取り組みが必要である 

  Ｄ･･･成果が見られない 

 

 

 

 

 

 



担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

５　評価結果

＇１（　人権・平和

　　＜基本方向＞

人権の尊重と平和な世界の実現は、人類共通の願いです。このため一人ひとりの人権が尊重される社会をめざし
て、啓発活動を通じて人権意識の高揚を図るとともに、市民が人権に対する理解を深め、自ら行動することを促進し
ていく必要があります。

このため、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の正しい理解と認識を深める学習機会を拡充させるとともに、
人権意識の高揚が図れるような取組を推進します。
また、恒久平和の理念に基づき、平和に関する学習機会の拡充や情報の提供、市民との協働による市民主体の平
和活動を推進します。

主な施策 　人権教育・啓発の推進

内　　容
・　市民が主体となって取り組む人権教育推進協議会活動を助成。
・　人権週間の街頭啓発やポスター展等の活動に助成。

２３年度実績

・　市内8校区部会活動費を助成。
　　　各部会別の主な取り組みとして、人権に関する研修会や映画会などを開催。
　　また、人権週間にあわせ、地域並びに学校と連携 を取り、人権啓発街頭活動を行った。

・　八幡市小・中学生人権啓発ポスター展では、人権の大切さを絵画と言葉で表現をする「人
　　権啓発ポスター」を市内12小・中学校に募集をした結果、小学生563点、中学生677点、
　　合計1,240点の出展があった。
　　全作品とも優秀なものであったが、その中から、入賞5点＇市長賞、教育長賞、会長賞、教
　　育長特別賞、会長特別賞（・優秀賞10点・佳作45点　計60点の作品が選ばれた。
　　＇12月3日＇土（開催の八幡人権フェスタ２０１１において、入賞者15人を表彰。（

・　人権問題の解決に向けた取組の一環として、人権教育学習講座を2回開催。
　　　参加者延べ150名。
　　　・　平成23年6月4日＇土（文化センター
　　　　　　テーマ「心的外傷後ストレス障がい～ＰＴＳD～」
　　　　　　講師　中川　美保子さん
　　　・　平成24年3月10日＇土（八幡人権・交流センター
　　　　　　テーマ「子どものＳＯＳを受けとめて」
　　　　　　講師　森澤　範子さん

成果・課題
及び

今後の目標

・　市内8校区部会で研修会や映画会などを開催し、保護者、学校関係者、児童の人権問題
　に対する正しい理解と認識を深めることができた。また、人権週間に合わせ各校区内の最寄
　りの施設等で、人権啓発街頭活動を行ったことで、多くの市民に人権問題に対する啓発が図
　れた。

・　人権啓発ポスター展では、市内12小・中学校から多くの応募があり、児童・生徒の人権問題
　への意識を高めることができた。また、表彰式は八幡人権フェスタ２０１１の中で行うことにより、
　多くの人に見て頂くことができた。

・　人権教育学習講座を開催した結果、人権問題に対する正しい理解と認識を深めることが
　でき、啓発が図れた。

・　人権教育学習講座の参加者が尐ない。
・　校区部会活動の活性化が必要である。

・　市内8校区部会に対して活動内容の検討を進める。
・　学校を通して、積極的な出展を促す。
・　より多くの市民が参加できるよう内容、開催場所等を検討する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　人権教育啓発に関する数々の取組が継続的に行われている点は評価できる。
・　一般市民が参加したくなるような学習講座となるよう、内容・時期等の検討を
　行い、広報活動を工夫することが望まれる。
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担当課等 学校教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

担当課等 教育支援センター
(旧教育研究所)

＇２（　国際理解

　　＜基本方向＞

あらゆる分野での世界的な交流が増大するなか、外国との相互理解を深めていくためには、市民主体による地域
レベルでの交流の活発化が求められています。このため、市民レベルでの国際交流機会の促進を図り、市民の国
際感覚や国際的視野の高揚に努めます。
　また、学校教育において国際理解教育を進めるとともに、市内在住の外国人との交流や相互理解に努めます。

主な施策 　小学校英語活動の推進

内　　容
・　外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーショ
　ンを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませなが
　ら、コミュニケーションの素地を養う。

２３年度実績

・　外国語活動の時間に、小学校5、6年生35時間を教育課程に位置付けて実施した。

・　ネイティブスピーカーの派遣を民間業者に委託し、ネイティブによる授業を5、6年各学級
　23時間程度、3、4年各学級5時間、1、2年生各学級2時間程度実施した。

成果・課題
及び

今後の目標

・　小学校5、6年生＇23時間（、小学校3、4年生＇5時間（、小学校1、2年生＇2時間程度（に、
　ネイティブスピーカー＇外国人講師（の配置を行い、生きた英語に触れ合わせることができた。

・　ネイティブスピーカーを一日配置しており、給食や休み時間での交流も積極的に行うことが
　できた。

・　文部科学省の「Hi! Friend!(旧英語ノート)」を活用した5、6年生の英語活動の年間計画
　に基づいて指導することができた。

・　ネイティブスピーカーだけでなく、担任のソロティーチングの充実

・　中学校との連携と小学校での授業効果の評価
　　＇小学校でのローマ字やアルファベットなど「書く能力」をつなぐ英語研究員会の成果普及（

・　地域在住の外国人へのアプローチと交流の推進

・　新学習指導要領に基づき、外国語活動として、文部科学省発行の「Hi! Friend!」を活用した
　　授業の推進。

・　小中一貫を考えた指導内容やカリキュラムの検討と教材開発。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ネイティブスピーカーを配置の時には、朝から下校時までとし、給食や休み時間
　まで交流が積極的にできたことは評価できる。
・　今後、小中一貫を視野に入れた指導内容、カリキュラムの検討、教材開発の研究
　が急がれる。

主な施策 　外国人英語指導助手招致

内　　容
　　外国人の英語指導助手(AET)を招致する。
　　　・英語フェスティバルの開催。
　　　・中学校等における英語活動の実施。

２３年度実績

・　第10回英語フェスティバルを開催。約500人の参加。
　　　AETも幼稚園･小・中・高等学校園児児童生徒とともに出演。コメント発表。

･　英語指導助手＇AET（市内４中学校英語指導を実施。幼･小学校低学年への英語体験
　活動を指導。＇中学校定期訪問143日、幼稚園・小学校等随意訪問26日（
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成果

課題

今後の
目　標

評価

B

担当課等 学校教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

成果・課題
及び

今後の目標

・　10年間続いた英語フェスティバルを通して、出演者は英語による表現力を伸ばすことができ、
　参観者も様々に工夫された英語発表を楽しむことができ一定の成果があった。

・　英語授業において、ＡＥＴの指導によりネイティブな英語表現を学び、生徒たちは英語表
　現力を伸ばすことができた。

・　英語フェスティバルはH23年度＇10年目（で終了であり、次年度新規行事への移行。

･　英語フェスティバルの成果を継承した新たな行事の開催。

・　引き続きAET担当者会を開催したり、授業参観するなどして評価をし、一層の授業改善を
　図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　今後、英語授業との関係なども含めた客観的な効果検証が望まれる。
・　英語フェスティバルも10年で終了の時を迎え、英語への興味・関心の高まり、
　児童生徒の英語表現力の伸長に寄与してきた。今後は、その成果を継承した新
　たな行事の開催が望まれる。

主な施策 　国際交流絵画

内　　容

　エジソンゆかりのある都市アメリカのオハイオ州マイラン村等へ昭和59年
度から毎年、市内公立幼稚園・小・中学校の児童・生徒が当市の名勝、学校
の様子などを描いた絵画を送付し、その絵を提供した児童生徒に対し感謝状
を贈呈している。

２３年度実績

・ 絵画募集
　対象者 ： 市内幼稚園及び小中学校
　出展数 ： 18点
　送付先 ： オハイオ州　マイラン村

・ 絵画巡回展示
　内　 容 ： マイラン村の子どもたちが描いた絵画１８点が送付され各幼稚園、
              小・中学校で巡回展示した。
　巡回展示期間：平成23年7月4日～平成23年12月22日
　展示枚数 ：18枚
　展示会場 ：市内幼稚園及び小・中学校

・ 感謝状授与式
　日　 時 ： 平成24年1月19日（木）
　場　 所 ： 行政委員室
　出席者数：12名（小学校8名、中学校4名）

成果・課題
及び

今後の目標

・　子どもたちが日本とアメリカの相互理解を図るために役立った。
・　感謝状を授与されることにより絵画への関心や作成意欲向上につながった。

・　絵画募集では、「八幡市の名勝、学校の様子など」と記載したのにもかかわらずポスターなど
　を提出する学校があったことから事業内容の周知徹底を図る必要がある。

・　卖なる絵画交流事業とするのではなく、他課＇市民協働推進課等（とも連携を図り友好都市
　との情報交流のきっかけとしていきたい。
・　この絵画交流をきっかけに、国際感覚や国際視野を持つ児童生徒の育成に努めていきた
い。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地域性を生かした独自の国際交流の取り組みとして評価できる。
・　「八幡市」について再認識する機会とするため、本市と米国オハイオ州マイラン村と
　の縁について広報していくことが望まれる。

9



担当課等 保育・幼稚園課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

担当課等 保育幼稚園課・教育総務課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

＇３（　幼稚園

　　＜基本方向＞

子育てと仕事を両立する家庭に対する保育内容の充実を図るとともに、家庭のみで子育てをしている人の孤立化
を軽減するために、家庭保育への支援や子育て家庭の地域での交流に努めます。

教育においては、「生きる力」の基礎を育成することを基本とし、人とかかわる力や豊かな心を育て、創造的な思考
や主体的な生活態度の基礎を培っていきます。
　また、保育園、幼稚園、小学校の連携を強化するとともに、地域との交流も大切に取り組んでいきます。

主な施策 　就学前教育＇幼稚園（の充実

内　　容

・　公立幼稚園運営
　　　小学校就学までの幼児を保育し、適切な環境を整え、心身の発達を促す。

・　幼稚園障がい児保育
　　　障がい児の就学前教育と発達の促進を図るため、公立幼稚園において加配教諭を
　　配置。

・　幼稚園預かり保育
　　　就労や多様な保護者のニーズに対応するため、預かり保育を実施。

・　幼稚園の開放
　　　子育て支援を目的に地域との連携を密にしながらふれあいの場、遊びの場を提供。
　　　園開放・園庭開放の推進、地域交流の推進。

・　保幼小連携
　　　八幡市一貫教育推進協議会での研究。

２３年度実績
・　幼稚園の預かり保育　　　　　　　　　　6園　　一時預かり　3,938件　月極め　487件
・　幼稚園の園開放・園庭開放　　    　 6園　　延　116回

成果・課題
及び

今後の目標

　　預かり保育を夏季に増やしたことで子育て支援における一定の成果をあげる
　ことができた。

　　保幼小連携のなかで、より効果的な連携や接続を進めるための工夫や体制づくり
　を考える。

　　幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図る。
　　

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　夏季の預かり保育を増やすなど、改善の取り組みは評価できる。

主な施策 　幼稚園施設整備

内　　容 ・　幼稚園施設の耐震化及び老朽化に伴う園舎等の大規模改造。

２３年度実績

・　八幡第二幼稚園、八幡第三幼稚園の園舎耐震補強及び老朽化に伴う大規模改造工事
　　を実施。

・　橋本幼稚園、八幡第四幼稚園の園舎耐震補強診断及び老朽化に伴う大規模改造工事
　　の実施設計。

成果・課題
及び

今後の目標

　　平成23年度末における幼稚園耐震化率は80％となり、計画的に推進することができた。

　　平成24年度で耐震補強工事が完了する予定であり、今後は園舎等の老朽化に対応する
　ための大規模改造工事が必要となるが、大きな財源負担を伴うことから、国の交付金、交付
　税算入となる地方債を活用する等、財源の確保が課題である。

　　平成24年度末での耐震化率100％をめざし、耐震補強工事を進めるとともに、老朽化の
　著しい施設について、財源確保に努めながら改修を進める。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　耐震化率が着実に向上している点は評価できる。
・　耐震化率100％となるよう耐震補強工事を計画的に進められたい。
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担当課等 学校教育課

成果

課題

目標

評価

Ａ

担当課等 学校教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

＇４（　学校教育

　　＜基本方向＞

学校教育は、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」の育成を基本とし､
社会の変化に柔軟かつ的確に対応する能力や資質の育成に努めます｡また、地域に開かれた学校づくりを推進し､
学校、家庭、地域の連携による教育環境を高めます｡

「学校ユニバーサルデザイン化構想」を推進し、再編整備後の跡地利用や学校施設の老朽化に伴う大規模改修
工事等を進めていきます。

教育研究所における教職員研修及び教育研究事業、教育相談室及び適応指導教室の運営の充実により、本市
の教育課題解決のための支援を行います。

主な施策 　学校図書館の充実

内　　容
　　学校図書館司書を配置し、学校図書館の整備と図書の充実を行ない、児童生徒の国語
　力の向上を図る。

２３年度実績
・　1日7.5時間勤務の図書館司書を全小学校に各1名と中学校に合計２名配置した。
　図書の充実、貸出、授業に必要な図書資料の準備を行なった。

成果・課題
及び

目　標　等

・　中学校にも図書館司書を配置したことにより、図書の整備と管理が出来るようになった。

・　司書によるブックトーク＇本の紹介（の実施や授業に必要な図書資料の準備等により、図書
  の貸出冊数等が増えた。

　　中学校における学校図書館活用の推進。

　　児童生徒の自由な読書活動、指導の場としてだけではなく、創造力を培い学習に対する
　興味、関心を呼び起こし、豊かな心を育む「読書センター」としての機能と、児童生徒の自
　発的、主体的な学習活動を支援し、教育課程の展開に寄与する「学習情報センター」とし
　ての機能を有し、学校教育の中核的な役割を担う場とする。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　市内４中学校に２名の図書館司書の配置が進み、図書館の整備や管理が大きく
　進んだ点は評価できる。
・　図書館司書によるブックトークや授業関連の資料提供に影響を受け、貸出冊数
　増加につながった点は大いに評価できる。

主な施策 　小中一貫教育

内　　容
　本市の教育課題の解決に向けて、就学前教育、小学校、中学校の系統的、連続的な指導・
支援システムを構築する。

２３年度実績
・　小中一貫教育推進プロジェクト会議の活動。(先進地の視察、意見具申の作成)
・　市内小・中学校に一貫教育に関する通知文の発送。
・　八幡市一貫教育推進協議会準備会の開催。

成果・課題
及び

今後の目標

　市内小・中学校に通知文を出し、一貫教育推進協議会準備会を開催して、各中学校ブロック
での一貫教育の準備を進めることができた。

　着実な研究及び実践の推進。

　小中一貫教育の将来構想に向けて研究を進めていく。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　小中一貫教育に向け、具体的な計画や研究を進めていくことが必要である。
・　先進地域における成果・課題を整理し、事業に反映させることで、効果的な教育
  改善につなげることを期待する。
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担当課等
学校教育課・教育支援センター(旧
教育研究所)・单ヶ丘教育集会所

主な施策 　学力の充実・向上

内　　容

・　ｅスクール構想<教育モデル推進事業>
　　　基礎学力の向上・定着と多様な個性を伸ばすことの出来る学習プログラムや指導方法、
　　評価システムの構築等の教育モデルを各学校で開発・実施する。

・　学力向上支援システム
　　　学力向上、基礎学力や学習習慣の確立を目的に、児童生徒の家庭学習や放課後学習
　　クラブ等での自学自習や授業での活用のために、自学自習力育成支援システム「学習ク
　　ラブ」を導入、活用する。

・　单ケ丘教育集会所運営
　　　市内の児童、生徒が、自学自習や家庭教育の習慣化、基礎学力の定着が図れること
　　を願い、教育指導員や学習支援ボランティアが家庭や学校と連携しながら学習上の課題
　　解決に向かうよう支援・助言を行う｢学習支援事業｣を実施する。

・　放課後学習クラブ
　　　京都府の「京のまなび教室推進事業」補助制度を活用し、児童の自主学習力と学習意
　　欲の向上、放課後の児童の居場所づくり、基礎学力の向上を図る。

・　教職員研修・講座
　　　教職員の資質と教育指導力の向上を図るため､教育に関する研究・研修の充実を図る。

２３年度実績

・　ｅスクール構想
　　　基礎学力の的確な把握と授業改善に向け、ＣＲＴテストを実施した。また、学校評価シス
　　テムについては、継続して活用できた。

・　学力向上支援システム
　　　小中全校で導入し、活用方法等の研修を各校で実施し,た。

・　单ヶ丘教育集会所運営
　　　小学生について学習参加数が多い状況から自学自習の定着化が進んでいる。また、
　　中学生については、４中学校と連携を取りながら、自学自習の学習支援をはじめ進路を
　　含めた相談等を行った。

・　教職員研修・講座
　　　学校教育課主催で、新転任者に向けて、本市の教育や重点についての研修を実施し
　　３１名参加した。
　　　教育研究所においては、全教職員対象の研修大会を実施。また研修講座を40講座実
　　施し、８８６名が参加した。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

成果・課題
及び

今後の目標

・　ｅスクール構想
　　　各校において、ＣＲＴテスト＇標準学力検査（により課題を明確にし、指導方法の改善を
　　図ることができた。
　　また、学校評価により明らかになった課題を次年度の計画に生かすことができた。

・　学力向上支援システム
　　　各校において、授業や家庭学習で基礎学力定着のために実施することができた。

・　单ヶ丘教育集会所運営
　　　教育集会所において「学習支援事業」を実施することにより、家庭で学習できない児
　　童、生徒の学力向上を図るとともに、不登校児童、生徒の学力の維持、向上が図れた。

・　放課後学習クラブ
　　　全小学校において実施することができた。
　　　参加児童の学習に取組む意識に変化が生じ、出席率も高く、学習時間も長くなるなど
　　意識の向上がみられた。また、漢字検定、数学検定ではともに80％近い合格率を上げ
　　ることが出来た。

・　教職員研修・講座
　　　新転任者に本市の重点的な取り組みや方針を伝え、本市の教育に理解を深めることが
　　できた。
　　　八幡市各校における授業改善が進み、教職員の指導力量が高まるなど、本市の教育
　　に進展が見られた。

・　ｅスクール構想では、今後、学力向上により特化した形で、学校の取組を評価、改善してい
　　くことが必要である。ICT機器の授業への効果的な活用をさらに進める。

・　学力向上支援システム
　　　より多くの場面でシステムの活用を図る必要がある。

・　单ヶ丘教育集会所運営
　　　男山中学校区以外の児童生徒の参加が尐ない。

・　放課後学習クラブ
　　　参加児童個人個人の学力に応じた学習プリントを用意できるようシステム化を図る。
　
・　教職員研修・講座では、引き続き本市の教育課題に対応した一層効果的な研修が求め
　　られる。

・　ｅスクール構想の改善により市内各校における学力の向上を図る。

・　学力向上支援システム
　　　授業や家庭学習等で、より効果的な活用を図る。

・　教育集会所運営
　　　関係機関と連携を取りながら、指導主事が全小・中学校に出向き呼びかけするなど、市
　　内全域から参加できる体制を図る。また、ホームページを活用して、特に保護者向けの学
　　習支援についての情報を発信し周知を図り、学習支援参加者の呼びかけを行う。
　
・　放課後学習クラブ
　　　参加児童が達成感を味わえ、より興味を持って自学自習に励めるよう、学習内容を工夫
　　していきたい。

・　ICT関連や教育相談講座において、参加・体験型の講座を設定したり、講座内容に関する
　　先導的な実践を進める市内の教職員を講師として、教職員の実践力量を高める。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ｅスクール構想、学力向上支援システムにより、授業改善等で基礎学力定着が一層
　進められることを期待する。
・　「放課後学習クラブ」を全小学校で実施し、意欲的に参加する児童の増加、漢字・数
　学検定合格率向上は評価できる。
・　ＩＣＴ活用や個別に応じた指導など、さらなる体制の強化を期待する。
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担当課等 学校教育課

成果

主な施策 　特別支援教育の推進

内　　容

・　特別支援教育支援
　　　発達障がいなど様々な障がいのある児童、生徒に対して、障がいによる困難を克服す
　　るための教育を行うため、学習活動上の支援を行う「特別支援教育支援員」を計画的に
　　派遣。
　　　小・中学校への特別支援教育支援員の派遣。

・　夏の地域学校
　　　特別支援教育の理解・啓発を図るため市内在住障がい児と通常の学級の児童・生徒
　　との交流を行う。
　　　毎年市内小学校2校で順次実施。

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　市民・教職員・ＰＴＡ等を対象に特別支援教育の理解・啓発を図るため講演会を開催。

・卒業生を励ます会
　　市内小中学校の特別支援学級の児童・生徒が集まり卒業生を中心とした交流を行う。

２３年度実績

・　特別支援教育支援
　　　大学生・大学院生または、学校長の推薦者が特別支援教育の支援活動を行うことにより
　　特別支援教育の充実を図った。
　　　月20日　　1日4時間程度　　年間出務回数　延　2,480回

・　夏の地域学校
 　　　7月26日＇火（　八幡小学校と橋本小学校の2会場で実施。
　　　　　参加児童生徒､保護者､教職員　2会場総計約380名

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　11月26日＇土（　市民交流センターで講演会を実施。
　　　　　参加者54名　　講師　京都府立八幡支援学校　岡　貞充先生

・卒業生を励ます会
　　　2月15日＇水（人権・交流センターで開催。　参加者約100名

成果・課題
及び

今後の目標

成果・課題
及び

今後の目標

・　特別支援教育支援
　　　通常の学級での特別支援を必要とする児童・生徒への教育支援の充実が図れた。

・　夏の地域学校
　　　多くの参加者があり障がいに対する理解と認識を深める機会とすることができた。
　　　また、児童・生徒もプール学習など楽しい1日を過ごすことができた。

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　特別支援教育についての内容は参加者から好評を得た。
　
・卒業生を励ます会
　　　今年度は、人権・交流センターで開催し、音響の専門家を配置したため好評を得た。
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課題

今後の
目　標

評価

Ａ

成果・課題
及び

今後の目標

成果・課題
及び

今後の目標

・　特別支援教育支援
　　　学校によっては2人～5人の支援員を交替で配置している学校もあるため、可能な限り
　　1校当たり1人の支援員で対応していく。
　　　4月初めからの出務＇配置（が行えずスタートが遅れた。

・　夏の地域学校
　　　児童生徒の交流がより活発になるよう活動内容の充実を図ることができるよう工夫する
　　必要がある。

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　特別支援教育や障がいについての理解と認識がまだ充分とはいえず、教職員だけで
　　なく、ＰＴＡ等、広く啓発していく必要がある。

・卒業生を励ます会
　　インフルエンザの流行する時期でもあるので、児童・生徒の健康観察を充分に行う必要が
　　ある。

・　特別支援教育支援
　　　市内各校に1名を配置し、1校あたり月20日の派遣を継続する。

・　夏の地域学校
　　　障がいのある児童、生徒の教育に対して、正しい理解と認識を深める。市内から特別
　　支援学校に通う児童、生徒と市内の児童、生徒がプールでの水遊びや、昼食交流、グ
　　ループでの話し合い活動等を通じて交流を深める。

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　障がいのある児童、生徒の適切な就学と自立を目指し、特別支援教育及び八幡市就
　　学指導委員会の活動についての啓発に取り組む。

・　卒業生を励ます会
　　市内の特別支援学級に在籍する児童・生徒の交流がより深められるように取り組む。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　大学生、大学院生等の多くの出務により、特別支援が進んだ点は評価できる。
・　八幡支援学校との連携をさらに深め、人的・物的交流を強化することが望まれる。
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担当課等 学校教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

主な施策 　子ども会議の支援

内　　容

・　子ども会議の事務局として、会議の開催及び活動を支援する。
　　　　子ども会議は、市内小中高等学校から選出された約32名の委員で構成し、教育や
　　　生活、環境問題等の調査研究を行なうもので、概ね7月から3月を活動期間として、6
　　　回程度の会議を開催、最終的に協議内容を取りまとめ、市長に対してより良い社会の
　　　実現に向けた提言を行なう。

・　市長への提言は、担当部局と協議し、適切な配慮のもとに迅速な対応を図る。

２３年度実績

・　市内小中高等学校13校から推薦を受けた委員32名が4グループに分かれ、八幡市を良く
　するための討議や調査活動に取り組み、内容の報告と提言を映像にまとめた。

・　会議の開催＇7回（
　　　　　7/16＇土（、8/22＇水（、10/30＇日（、12/3＇土（、12/18＇日（、1/29＇土（、2/5＇日（
・　全日活動の実施＇2日（　：　8/22＇水（、10/30＇日（
・　市長への提言　：　3/20＇金（
・　各グループのテーマ　：　「できることから始めよう！～八幡からゴミをなくすために～」
                                     　「竹で広げる八幡の未来！」　「八幡を楽しく、安全な町に！」
                                     　「助け合いで生まれる幸せな八幡～水害対策～」

成果・課題
及び

今後目標

・　実際に街に出かけての体験活動が充実し、子ども達の実感を伴った提言となった。

・　立命館大学政策科学部の学生たちの協力で、会議や活動が充実したものとなり、ＩＣＴ
　機器の活用により、内容の報告や提言を映像にまとめることができた。

・　子どもたちの提言に対して市長から取組ごとに感謝と激励等の評価をもらい、子どもたち
　に達成感や自己有用感を経験させることができた。

・　子どもたちが、あらゆる人に対する思いやりについて考え、すべての人が充実した生活が
　できる社会を目指して、自分の意見を持って論議させ、最終的に提言としてまとめさせるこ
　とができた。

・小学生の時に子ども会議を経験した生徒や、昨年度に引き続き子ども会議の委員となる生
　徒が出る等、今までの経験を生かし、活動が充実している様子が見られた。

・　子ども会議の認知度を上げるための広報活動、情報の発信の充実を図る。

・　委員は毎年変更となることが多いが、活動やテーマの継続性を維持する。

・　活動の成果を市政に反映させる。

・　体験活動を多く取り入れ、子どもの活動意欲の向上を図る。

　子どもが積極的に社会活動に関わることにより、住民自治の基本や住民参加の必要性を
学び、将来の主体的住民参加の土壌形成につなげていく。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　八幡市独自の参加型学習活動が、着実に市に根付いてきている点は評価できる。
・　今後、各学校の児童会、生徒会との連携を深め、子ども会議委員以外も参画でき
  る活動として発展させることも検討されたい。
・　子ども会議の認知度向上のための広報活動、情報の発信を更に図っていく必要
　がある。
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担当課等 学校教育課主な施策 　体験活動の推進

内　　容

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　将来への夢と希望をもって、力強く生きようとする意欲や態度を育むため、職業に関す
　　る知識や技能を身に付けるなどの体験活動(キャリア教育)を実施する。

・　小学生音楽鑑賞会開催
　　音楽にふれあう機会を与え、豊かな情操を育てるとともに鑑賞力の向上と鑑賞マナーの
　取得を図る。

・楽しい学校づくり支援事業＇小学校（
　　「こころが動く！からだが動く！」をキーワードとして、子ども達に豊かな体験をさせることで、
　豊かな心としなやかな身体を持った児童の育成を図り、子ども達にとって「楽しい学校」を作る
　ために、各校の取組を支援する。

２３年度実績

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　小学4年生又は5年生と中学2年生を対象に施設見学や職場体験を実施した。

・　小学校音楽鑑賞会開催
      12月12日＇月（に実施。例年どおり、5年生を対象として実施した。
　
・　楽しい学校づくり支援事業
　　　【各小学校独自事業】
　　　八 幡 小　「運動大好きスポーツ教室充実事業」
　　　くすのき小「スポーツ選手活用体力向上事業」１０月7日早狩実紀　10～1月高尾憲司
　　　さくら小　「心響かす芸術体験事業」11月24日　人形劇団ポポロ
　　　橋本小　　「新聞活用による社会体験事業」
　　　有都小　　「成長と収穫を喜ぶワクワク食育・栽培活動事業」
　　　　　　　　　　「環境・サイエンス」教室＇バイオディーゼル燃料で走行するカート体験（11月
　　　　　　　　　　　24日(株)ﾚﾎﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
　　　中 央 小　「本物へのタッチ！心動かす体験事業」
　　　　　　　　　　9月7日　ダブルダッチ＇縄跳（　 　11月4日　アカペラ＇歌（　 11月25日　サッカー
 　　　　　　　　 　1月～　　合唱指導　　　  1月14日　マジック＇手品（ 　1月31日　落　語
  　　单 山 小　「みんなで楽しく歌って・踊って、表現を楽しもう事業」11月30日　中山　譲
　　　美濃山小　「教えてもらおう　スポーツ選手から」12月～1月　元ﾊﾞﾆｰｽﾞ京都SC　コーチ

　　【文科省・京都府等事業活用】
　　　　文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
　　　　　児童生徒のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の育成に資する芸術表現体験　9月美濃山小　1月单山小
　　　　　巡回公演事業　1月25日　有都小＇狂言（
　　　　日本体育協会「スポーツ選手活用体力向上事業」
　　　　　　6月2日 八幡小＇ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（　6月29日 くすのき小＇ｻｯｶｰ（
　　　　　10月6日 中央小(ｻｯｶｰ)　　      1月27日 单山小＇ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（
　　　　京都府「国民文化祭児童・生徒応援事業」　11月１日　橋本小　  11月2日美濃山小
　　　　京都府教育委員会「劇団四季ミュージカル京都公演小学生特別公演」
　　　　　10月5日　橋本小　　11月6日中央小　　11月7日单山小　美濃山小
　　　　山城教育局「サイエンスエキスパート派遣事業」　2月16日　くすのき小＇村田製作所（
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

成果・課題
及び

今後の目標

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　体験を通じて働くことの喜びや苦労を学び、仕事に対する理解を深めることができた。

・　小学校音楽鑑賞会開催
　　　教科書に載っている楽曲が大半だったことや、楽器紹介があり、子どもたちに興味を
　　もたせ、音楽にふれあう機会を与えることができた。

・　楽しい学校づくり支援事業
　　　各学校の特色ある取組を支援することができ、児童に豊かな体験活動を提供するこ
　　とができた。

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　職場体験において、生徒の多様なニーズに応えるため新規の事業所の開拓が必要。
　　　キャリア教育として進めるための体系的な推進計画が必要。

・　小学校音楽鑑賞会
　　　演奏団体の状況により、継続について課題がある。新たな方法を模索する時期となっ
　　　ている。
　
・　楽しい学校づくり支援事業
　　　各学校の企画力や積極的な参加を促す支援。
　　　取組を継続して行い、質的に体験活動を高めていく必要がある。

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　自分の将来に対して大きな夢や希望を持った子どもを育むために、充実した体験活動を
　　　行う。

・小学校音楽鑑賞会
　　　小中一貫教育とも絡めて、音楽に触れる場を設定していく。

・楽しい学校づくり支援事業
　　　国や府の事業を有効に活用しながら、より充実した体験活動を実施していく。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　市全体として、また学校毎に、特色ある取り組みが行われていることは評価できる。
・　地域の特色を生かした仕事・文化体験活動を積極的に推進されることを期待する。
・　今後も、国や府の事業を活用しながら、充実した体験活動の実施が望まれる。
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担当課等 学校教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

主な施策 　学校給食の充実

内　　容

・　小学校給食運営
　　　児童の健康の増進、体位の向上及び食育にとって重要な給食の適正かつ能率的・効
　　果的な運営を行う。
　　　食材を通して地域への理解を深めてもらうため「八幡産米」や地域の食材を使用。

・　中学校の昼食
　　　中学校昼食についての調査研究を行う。
　　　また、家庭の手作り弁当の補完対策として、栄養価に配慮した業者弁当注文方式による
　　昼食サポート制度を継続して実施する。
　
・　教職員研修
　　　学校給食調理員・栄養教諭研修の実施。

２３年度実績

・　小学校給食運営
　　　八幡産ヒノヒカリを使用した米飯給食を週4回実施し、地元野菜とともに、地産地消の給
　　食を実施することができた。
　　　また、旪の食材を使った和食の給食や鍋給食・松花堂弁当給食など、食育を意識した
　　献立を実施した。

・　中学校の昼食
　　　市内全中学校で昼食サポート制度を実施し、1日平均約７個の利用があった。
　　　中学校昼食の方法や諸課題について調査研究するため、中学校昼食調査研究会を
　　設置し、他市の状況視察や協議を行い、２３年度末に報告書を作成した。

・　教職員研修
　　　学校給食調理員・栄養教諭を対象に衛生管理及び食育に関する研修を実施した。

成果・課題
及び

今後の目標

・　小学校給食運営
　　　地域の野菜等を使用した給食や八幡産ヒノヒカリを使用した米飯給食を週4回実施し
　　たことにより、地域の食育への理解、関心が深められた。

・　中学校の昼食
　　　弁当を持参できない生徒に対して昼食を準備することができた。
　　　中学校昼食調査研究会を設置し、中学校昼食の方法や諸課題について調査研究し、
　　報告書を作成することができた。

・　教職員研修
　　　学校給食における衛生管理について意識を高めることができた。

・　小学校給食運営
　　　食をとおして更に地域への関心や日本の食文化を深めるための工夫が必要である。
　
・　中学校の昼食
　　　昼食サポート制度の周知を図るとともに、中学校の昼食についての保護者や生徒等の
　　思いを調査する必要がある。
　
・　教職員研修
　　　すべての調理員が意識を持って安心安全でおいしい学校給食を実施することができる
　　よう、効果的な研修を行う。

・　小学校給食運営
　　　地元の食材を使用した給食の定着を図る。

・　中学校昼食について、保護者や生徒等にアンケート調査を実施する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地産地消、旪の食材、食育を意識したバラエティ豊かな給食が実施できた点は、
　大いに評価できる。
・　中学校昼食調査研究会の設置により、中学校昼食の方法や諸課題について
　調査・研究できたことは意義深い。

19



担当課等 教育総務課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

担当課等 学校教育課

主な施策 　安全・安心な学校整備

内　　容
・　小・中学校整備
　　学校施設の老朽化に伴う大規模改造工事を行う。

２３年度実績
・　小・中学校整備
　　有都小学校の老朽化に伴う大規模改造工事を実施。

成果・課題
及び

今後の目標

・　小・中学校整備
　　　平成22年度末における学校施設耐震化率は、１00％となり、計画的に推進することが
　　できた。
　　　引き続き、施設の老朽化に伴う大規模改造工事を計画的に推進し、施設の長寿命化を
　　図る。

・　小・中学校整備
　　　平成22年度で耐震補強工事が完了したため、今後は校舎等の老朽化に対応する
　　ための大規模改造工事が必要となるが、大きな財政負担を伴うことから、国の交付金、
　　交付税算入となる起債を活用する等財源の確保が課題である。

・　小・中学校整備
　　　平成22年度末で耐震化率が100％となったため、今後は、老朽化の著しい施設に
　　ついて、財源確保に努めながら改造について検討していく。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　施設耐震化率が100％となった後、老朽化に伴う大規模改修工事を引き続
　き実施できた点は評価できる。
・　今後も安全・安心な学校整備を行い、老朽化に対応する改修工事を計画的
　に進めていくことを望む。

主な施策 　安全対策

内　　容

・　防犯対策
　　　児童、生徒を対象とした犯罪に対し、防犯訓練と施設整備及び教職員の意識向上の両
　　面から安全対策を推進する。
　　　教職員研修、関係機関・団体等との連携、防犯訓練等実施。

・　交通安全
　　　交通安全運動週間等での啓発と、府警作成の交通安全指導資料を各学校へ送付。

・　防災対策
　　　災害発生時を想定した避難訓練と施設整備及び教職員の意識向上の両面から安全対
　　策を推進する。

２３年度実績

・　防犯対策
　　小学校1、4年において、CAP研修＇子どもへの暴力防止プログラム（をNPO法人「きょうと
　ＣＡＰ」に委託して実施。小学校1年生には、子ども達の実態に合わせたプログラムで実施。
　　新転任の教職員にCAPプログラムの研修を実施。
　　防犯訓練の実施。

・　交通安全
　　 府警作成の交通安全指導資料を各校へ送付。　年２回

・　防災対策
     地震等災害発生時を想定した避難訓練の実施。
     学校防災マニュアルの見直し。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

担当課等
教育支援センター(旧教育研究所)
・学校教育課

成果・課題
及び

今後の目標

・　防犯対策
     CAP研修により児童、生徒に自分の大切な命を守るという意識が芽生えるとともに、ＮＯ
　   という自信を持たすことが出来た。また個別での話の中では、虐待等を吐露する児童も
　   みられ、家庭児童相談室と連携して取組んだ。
     市全体での取り組みによる統一した指導を徹底することができた。
     地域との連携の強化による安全対策の充実が図れた。

・　交通安全
     各校とも交通安全指導資料を学校便りの裏面に掲載したり、長期休業前に活用し、学級
　   指導を行っている。

・　防災対策
　　　東日本大震災を受け、八幡市地域防災計画との連携も踏まえて学校防災マニュアルの
　　　改訂を行った。

・　警察等との連携によるより積極的な防犯対策が必要である。

・　市の防災担当部局との連携を密にし、学校の避難所機能の充実を図ることが必要である。

・　諸機関連携の強化を図る。
・　市の防災担当部局とも連携して、学校の避難所機能の充実を図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　他学年へのCAP研修の実施など、活動のさらなる拡充が望まれる。
・　校内訓練を実施する際、警察等関係機関との連携を強化し、実践的に育成して
　いく必要がある。
・　東日本大震災を受け、学校防災マニュアルを見直したことは評価できる。

主な施策 　不登校対策

内　　容

・　教育相談室開設
　　　教育研究所で不登校等の教育相談活動を行う。
　　　　◇来所･電話相談　　◇訪宅教育相談　　◇教員に対する教育相談

・　適応指導教室(エジソン広場)・自立支援教室＇カメリアルーム（開設
　　　教育研究所において不登校児童、生徒の学校復帰に向け、小集団や個別対応での活
　　動や学習を通して学校生活への適応を図る。

・　F-0プロジェクト
　　　八幡市の不登校対策を継続して実施する。
　　　　　　「不登校対策室」の学校支援機能の強化、「不登校対応マニュアル」の徹底。
　　　　　各機関の機能強化、別室指導の充実。

・中学校別室登校
　　　市内4校に、学校には行けるが教室へ行けない子どものために、別室での学習や相談
　　のための教育支援員を配置。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

２３年度実績

・　教育相談室開設
　　　来所・訪宅・電話相談 　1,271回

・　適応指導教室(エジソン広場)開設
　　　通室児童生徒数15人＇小学生3人・中学生12人（のうち、完全復帰3名、部分復帰12名

・　自立支援教室＇カメリアルーム（開設
　　　 21人＇小学生1人　中学生14人　中卒生6人（のうち、完全復帰6名、部分復帰11名

・　F-0プロジェクト
　　　担当指導主事の不登校に係る聴き取り。
　
・中学校別室登校への対応
　　　市内4中学校に、教育支援員を4名、週20時間を配置。

成果・課題
及び

今後の目標

・　教育相談室では、粘り強い相談活動を続ける中で、受理者35名に自尊感情の育みが
　　みられ学校復帰の力となった。

・　エジソン広場、カメリアルームにおいて、部分復帰を含め、入室した児童、生徒の大部分
　の者が、学校復帰や高校進学を果たすことができた。

・中学校別室登校
　　中学校不登校生徒の減尐　　H22年度90名⇒H23年度61名

・　F-0プロジェクト
　　　不登校児童生徒への指導の在り方。
　　　医療等外部機関との連携。
　　　生活リズムの改善。
　　　別室指導の充実。

・中学校別室登校
　　継続した配置及び学級復帰に向けた学校体制の確立。

・　市内小中学校や関係機関と教育支援センターとの一層の連携した取り組みにより、
　不登校の減尐を図る。＇各校での別室登校等との連携した取組の強化（

・　継続した取組を行い、比較検討していく。

・　中学校別室登校
　　不登校の未然防止と早期対応により、不登校生徒の減尐。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　適応指導教室における完全復帰者の増加、中学校不登校生徒の減尐など、
　一定の成果が上がっている。
・　今後も不登校の未然防止、個別対応や小集団での活動等の工夫、各機関
　の連携した取組により不登校を減尐させていく必要がある。
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担当課等 教育総務課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

主な施策 　教育情報紙「くすのき」の提供

内　　容
　　教育委員会広報紙「くすのき」の発行
　　　学校・家庭・地域で広く情報を共有するために、教育に関する情報を発信する。

２３年度実績
　　広報紙「くすのき」は年2回発行＇1回6,000部作成（し、市立幼稚園・小学校・中学校を
　通じて全児童・生徒に配付、また公民館・図書館・教育施設等にも備え付けており、
　ホームページで公表。

成果・課題
及び

今後の目標

　　広報紙「くすのき」配付とホームページ掲載によって、より広く教育行政情報を発信する
　ことができ、学校・家庭・地域での情報の共有化が図れた。

　　広報紙「くすのき」は年2回発行とホームページ掲載をしており、その他に、ホームペー
　ジでは各所管課からタイムリーな情報掲載を行っているが、ホームページ上ではより分か
　りやすい仕組み＇教育に関する各種情報一覧等（にする必要がある。

　　市民に対して、より的確な教育に関する情報を提供し、広報紙「くすのき」だけでなく、市広
　報紙「広報やわた」やホームページを利用して教育行政への理解を促していく。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　年2回発行の「くすのき」を補完するため、ホームページの拡充や市広報紙を活用
　し、タイムリーな情報発信が望まれる。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

＇５（　青尐年健全育成

　　＜基本方向＞

　社会環境の移り変わりが激しく、その変動に即座に対応することが困難な社会状況にあります。
そのようななか、周辺環境の監視や整備を地域社会卖位で取り組みながら、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必要があります。

主な施策 　青尐年の健全育成支援

内　　容

・　青尐年育成補導委員会活動助成。
　　　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への活動助成。
　　　キャンプ、スポーツ大会、研修会等の活動助成。

・　成人式開催
　　　新成人を祝い、社会人としての自覚を促すため、式典を開催する。

・　子ども会活動助成
　　　家庭教育の充実が求められている今日、心豊かな子どもの育成と青尐年の社会参加へ
　　の意識啓発を図るため、子ども会活動に助成する。

・　青尐年の主張大会開催
　　　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だけでなく、東日本大震災
    から学んだ命の大切さや環境問題、平和についての考えを全世代の市民参加のもとに発
　　表し、互いの交流と理解による青尐年の健全育成を進める。

・　尐年尐女合唱団育成
　　　音楽を通じて情操豊かな児童を育成するため、尐年尐女合唱団活動を推進する。

２３年度実績

・　キャンプ＇春・夏年２回（、ドッジボール大会・たこ揚げ大会開催
　　　参加者　延べ514人＇内小学生　309人（

・　成人式開催
　　　参加者　500人　　対象者　694人　(参加率　72.0％)

・　子ども会活動助成
　　　31子ども会　　会員　3,941人

・　青尐年の主張大会開催
　　　発表者 14人＇市内小・中学校、京都八幡高校、八幡支援学校高等部から代表者各1人（
　
・　尐年尐女合唱団育成
　　　団員32人＇中学生　11人　小学生　21人（　週1回練習
　　　定期発表会＇年1回（、市民総体開会式等イベントに参加

成果・課題
及び

今後の目標

・　地域・学校・関係機関から、各事業の活動に多数の参加者があり、キャンプやドッジボール
　大会・たこ揚げ大会では、地域の枠を超えて、子どもの健全育成が図れた。

・　青尐年の主張大会については、児童・生徒の代表が自分の経験を通して感じたことだけ
　でなく、将来の希望や夢についても、幅広い観点で自分の意見をしっかりアピールできる
　機会が与えられた。

・　子ども会に加入していない子どもも多く、活動を休止する子ども会が増えている。

・　尐年尐女合唱団に加入する子どもが減尐しているため、活動の場が制限される。

・　地域及び家庭・学校・各種団体との連携強化を図り、子ども会活動に参加するよう働
　きかける。

・　チラシ、ポスター等により合唱団の活動内容を広報し、団員の確保に努める。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　今後、異世代間交流の視点からさらに活動を発展させることを期待する。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

担当課等 社会教育課

主な施策 　家庭教育の推進

内　　容
　　家庭教育に関する学習機会や情報提供の充実、相談体制及び地域で子育てを支援す
　る体制の整備等、家庭教育の向上のため諸施策の充実を図る。

２３年度実績

・　子育て支援センターとの共催でふれあい体験学習を開催
　　　3回開催　参加 高校生 4人

・　子育て講座への助成
　　　6幼稚園、3小学校で6回開催＇幼小合同開催含む（　　参加者 延　647人

成果・課題
及び

今後の目標

・　ふれあい体験学習については、子育て支援センターの協力を得て、高校生の意識付け、
　希望動機等目的意識も明確になり、積極的に事業に関わることができた。

・　子育て講座の開催により、地域の人も含め、多くの参加者に子育てに関する学習機会を
　提供するとともに、子育て支援に対する意識の向上を図ることができた。

・　ふれあい体験学習の開催時期が、夏休み、冬休み期間中であり、クラブ活動や学習合
　宿と重なることが多く、参加できる生徒が限定される。

・　ふれあい体験活動の内容、開催方法等について、子育て支援センターや京都八幡高校
　と調整し、年間を通した体験学習ができるような体制を作る。
　　また、市内の中学生にも、体験学習に参加を呼びかけ、ボランティア意識の向上を図る。

・　地域ぐるみの子育てを支援するため、思春期の世代を対象とした講座の開催にも積極的
　に取り組む。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　「ふれあい体験学習」では、高校生の積極的な事業参加が望まれる。
・　地域ぐるみの子育て支援の観点から、若者が気軽に参加してみたくなる講座
　やイベントの開催が望まれる。

主な施策 　地域社会との連携

内　　容

・　子どもまつり助成
　　　保護者・児童・教師の交流と地域の連携を深め、児童の健全育成を図るため、子ども
　　まつりを開催する小学校ＰＴＡに対して助成する。

・　地域ふれあい交流事業
　　　週末等における子ども達の様々な活動支援や高齢者等との幅広い世代間の交流や
　　子どもの居場所づくりなど地域の実態に即した事業を実施する。
　　　高校生は、ボランティア活動を通じて小・中学生との異年齢交流を図る。

・　学校支援地域本部事業＇市内４中学校校区（
　　　「確かな学力を付ける学校　楽しい学校　地域を支える学校」を基本に、男山中学校、
　　男山第二中学校、男山第三中学校、男山東中学校校区に学校支援地域本部を設置。
　　　小・中学校等の教育活動を支援するため、地域コーディネーターが、支援ボランティアと
　　調整を行い、学校からの要望に沿った活動を展開。

２３年度実績

・　子どもまつり助成　8ＰＴＡで実施。

・　地域ふれあい交流事業　　計3回　参加者　延89名　＇内障がい者参加26名（

・　学校支援地域本部事業
　　　男山中学校校区
　　　　　グリーンカーテンの設置＇中央小（、「絆フェスタ」の開催
　　　男山第二中学校校区
　　　　　学習支援、登下校時の安全パトロール、「ふれあいフェスティバル」の開催
　　　男山第三中学校校区
　　　　　学習支援、花壇整備、雨水タンクの設置＇橋本小（
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

成果・課題
及び

今後の目標

・　子どもまつり事業を通して、地域住民と保護者や教職員、子ども達との交流が図れた。

・　地域ふれあい交流事業では、地域住民と障がいのある子どもとの交流が図れた。

・　学校支援地域本部事業
　　　各中学校校区の支援活動においては、それぞれ地域の特色を生かした事業、活動を
　　展開出来た。また、八幡市中学校校区学校支援地域本部とし、平成23年度優れた「地
　　域による学校支援活動」推進に係る文部科学大臣表彰を受賞。

・　ふれあい交流事業
　　　ボランティア登録者が尐なく、参加者数に対応できるボランティアの確保が難しいため、
　　親子での参加が必須となり、結果として参加者の減尐に繋がっている。

・　学校支援地域本部事業
　　　各中学校校区の特色を生かし活動を行っている、各校区の連携を深め特色を相互に
　　伝えあえるような環境を整える。

・　ふれあい交流事業のボランティア確保に向けて、広報紙等も活用し参加を呼びかける。

・　各校の要望を受け、様々な支援活動を通して、地域・学校が一体となって子どもたちの社
　会性の向上や学校を核とした体制づくりをし、地域の連携強化をより一層図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地域の特色を生かした事業・活動が展開されている。また文部科学大臣賞を受
  賞するなど、対外的にも高く評価されている。
・　地域ふれあい交流事業により多くの地域住民の参加を得るためには、広報活動
　の工夫が望まれる。

26



担当課等 社会教育課・生涯学習センター

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

＇６（　生涯学習

　　＜基本方向＞

高齢社会への変遷に伴い、生活課題や市民の意識が急激に変化してきている現在、従前の講座開催の手法にと
らわれず、より効率的・効果的な講座など学習機会をより多くの市民へ提供できる環境づくりをめざします。

京都府や近隣市町の図書館との協力体制を促進し、全域を一つの図書館とする発想のもとでの情報・資料提供
サービスをめざします。

主な施策 　施設の管理運営

内　　容

・　生涯学習センター管理運営
　　　市民の学習機会の拡充を図るため、中核施設として生涯学習センターを運営する。

・　市民交流センター管理運営
　　　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る。

・　公民館管理運営
　　　市民の生涯学習の振興を図るとともに地域コミュニティの確立に寄与するため公民館
　　及びコミュニティセンターを管理する。

２３年度実績

・　生涯学習センターの管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　2,245件
　　　学習情報の提供　　パンフレット等約1,000種類
　　　印刷機器の利用　　サークルや自治会等が総会資料等の印刷

・　公民館の管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　9,870件
　　　登録サークル　　　　236サークル

・　市民交流センター管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　1,997区分 (2時間/１区分（

成果・課題
及び

今後の目標

・　生涯学習センター、公民館
　　　サークル活動等の利用と主催事業を合わせ、7施設で196,394人の市民に利
　　用いただき、学習を深めていただくことができた。また、近隣市町の学習情報の提供や
　　印刷機器の利用等、市民の学習活動の拠点施設として役割を果たせた。

・　市民交流センター
　　　年間2,000区分程度の利用があり、社会教育団体等の活動拠点として、その自立と活動
　　の促進が図られている。

・　インターネットの利用は一定あるものの十分に活用されていないため、より多くの
　市民が利用できるよう、センターだより等を通じて広報宣伝をする必要がある。

・  施設内備品等が老朽化しており、特に空調や舞台設備は補修整備をする必要がある。

・　施設内の老朽化した備品等、特に空調や印刷機器類を早期に補修整備し、市民の社会
　教育活動の拠点として、利用しやすい環境整備に努める。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　市民の社会教育活動の拠点として、利用しやすい環境整備が望まれる。
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担当課等 生涯学習センター

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

主な施策 　生涯学習の推進

内　　容

・　生涯学習各種講座等開設
　　　成年・青尐年・障がい者・女性等の各分野の生涯学習講座を開設する。
　
・　生涯学習フェスティバル開催
　　　市民の学習活動の実践と活動発表の場として、生涯学習フェスティバルを開催する。

・　生涯学習人材バンク
　　　生涯学習人材バンクにより講師を市民に紹介し､市民の学習活動を支援する。

・　生涯学習センターだより発行

２３年度実績

・　生涯学習講座の開設
　　　講座開設　　45回、参加者 延 4,646人
　　　　　生涯学習開講式、高齢者大学、障がい者学習支援講座、男女共生講座、子育て
　　　　　支援講座、経済セミナー、リカレント教育推進講座、ライフバランス講座、イヤーエン
　　　　　ドレクチャー、子ども漫画教室、人形劇まつり、冬休み・春休みお楽しみ劇場、市民
　　　　　医学講座、　国民文化祭協賛事業等
　　　生涯学習センターだより　　6回発行

・　生涯学習フェスティバルの開催
　　　2日間、　参加者 延 2,800人
　　　市民の舞台発表＇公募の26団体（、ワークショップ、市内和菓子店の八幡うまいもん店
　　　開催、作品等展示＇公募の10団体（、講演会、合唱等

・　生涯学習人材バンクの紹介
　　　市ホームページで、71人団体＇個人を含む（を紹介。

成果・課題
及び

今後の目標

・　講座等の主催事業は、延べ7,400人の参加があり、市民の学習活動の支援に寄与
　することができた。

・　生涯学習フェスティバルにおいて、毎年著名な方の講演会や市民が日ごろの学習の成果
　を発表する場を提供することで、、市民の学習意欲の向上が図れている。

・　より地域に密着した若年層が参加できる新たな講座の開設やオープンで年齢等にこだわ
　らず誰もが集える場の提供が必要である。

・　生涯学習人材バンクは、市民のニーズを把握しながら登録者の活躍の場を拡大するため
　のＰＲが必要である。

・　学習情報の発信基地としての役割を果たすための広報宣伝を積極的に行う。

・　市民の社会教育活動の一つとして、人材バンク登録者の資質の向上を図るとともに、活用
　の促進に努めていく。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　主催事業への参加者の増加については評価できる。
・　生涯学習フェスティバルでは、新しい企画も取り入れ、魅力あるものにするため
　に、努力や工夫している点は評価できる。
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担当課等 生涯学習センター

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

担当課等 生涯学習センター

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

主な施策 　公民館講座の開設

内　　容
・　公民館講座の開設
　　　各地域の公民館及びコミュニティセンターにおいて、市民ニーズや現代の課題に対応
　　する講座等各種講座を開設する。また、各サークル活動を支援する。

２３年度実績

・　公民館講座の開設
　　　講座等開設　136回、参加者 延 2,838人
　　　　健康教室、男性料理教室、水辺の生き物教室、親子クッキング教室、医療講座、中国
　　　　語教室、親子茶道教室、親子電気教室、子ども卓球教室、子育て講演会等

・　サークルフェスティバル等の開催
　　　サークルフェステェバル等については、公民館で活動をしている団体等の成果の発表
　　　の場として地域の実情に応じて開催。

成果・課題
及び

今後の目標

　　公民館講座は、6施設合わせて、71講座、136回開催し、約2,850人の参加があり、市
　民の学習活動の支援に寄与することができた。とりわけ現代の課題でもある『健康』を
　テーマとした医療講座を開催したことで、健康問題への意識の向上に寄与した。

　　公民館講座の内容については、体験活動講座をはじめ、多種多様な種類の講座を開催し
　一定成果はあったものの、青年層を対象にした講座が尐ないため、講座内容や開催時間な
　ども含め検討する必要がある。

　　青年層を対象にした新たな講座の創出と、環境や健康を重視し、市民ニーズの変化にも
　対応した公民館講座を積極的に取り入れ、市民の学習活動の充実を図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　多様な講座が提供され、参加者数も多い。概ね良好に実施されている。
・　更に魅力ある講座となるようアンケート等を通じて市民の声を知ることが望ま
　れる。

主な施策 　公民館等の整備

内　　容
　　各公民館等の整備
　　　各公民館、コミュニティーセンターの老朽化に伴い計画的な改修を実施。

２３年度実績

・　橋本公民館及び男山公民館の改修に向けた耐震診断及び実施設計。

・　志水及び山柴公民館の空調設備改修。　男山公民館及び山柴公民館の音響機器更新。

・　志水及び山柴公民館、川口コミュニティーセンターのトイレ設備改修。

成果・課題
及び

今後の目標

　　利便性の向上が図れた。

　　老朽化に伴う改修とともにエレベーターの設置を検討しているが、構造上設置が困難な
　施設への対応を検討する必要がある。

　　老朽化に伴う施設の計画的な改修を進めるとともに、バリアフリーに向け、エレベーター
　を設置する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　引き続き計画的な改修を進め、市民にとって安全で利用しやすい施設となる
　よう努力することが望まれる。
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担当課等 市民図書館

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

主な施策 　図書館の充実

内　　容

・　図書館資料整備
　　　市民生活に必要な情報や資料の要求に応えるため、図書購入等、図書館資料を整備
　　し、八幡・男山市民図書館で活用できるようにする。また、移動図書館業務を通じて資料
　　貸出機能を市全域に広げる。

２３年度実績

・　市民1人当たり貸出冊数 8.38冊

・　八幡市民図書館と男山市民図書館の休館日を変更。

・　男山市民図書館に「子育て支援情報コーナー」を設置。

・　八幡市民図書館児童図書室に「ヤングアダルトコーナー」を設置。

成果・課題
及び

今後の目標

・　両館の休館曜日をずらすことで、同時休館日数を削減し、利用の便を図った。

・　男山市民図書館児童図書室に「子育て支援情報コーナー」を設置。関連図書が分散して
　　いた状態を解消。ワンストップで情報収集が出来るように整備すると共に、新刊資料への
　　更新も進めた。

・　八幡市民図書館に「ヤングアダルトコーナー」を設置することで、当該世代の読書への動
　　機づけを図り読書推進に結びつけた。

・　移動図書館巡回場所の新設改廃。

・　市民生活支援のための図書館資料提供機能の充実。

・　次代を担う主軸司書の育成。

・　図書書籍だけでなく、デジタルコンテンツからの情報入手と提供ができるように環境整備
　する。

・　職員の能力向上。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　二つの図書館の同時休館日数を減らし、市民の利便性が図れた点は評価できる。
・　「ヤングアダルトコーナー」を設置するなど読者層拡大のための工夫は評価できる。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

＇７（　スポーツ

　　＜基本方向＞

スポーツは、心身の健全な発達を促し、豊かな人間性を培い、健康で明るく活力ある生活を営むうえでたいへん重
要な役割を担っています。このため、スポーツ団体の育成等により、競技スポーツの振興を図るとともに、地域にお
いてだれもが気軽にそれぞれの年齢や体力、目的に応じて親しむことができる生涯スポーツの振興を促進します。
　また、多様なニーズに対応できるよう、指導者の養成やスポーツ施設の整備・拡充を進めます。

主な施策 　スポーツ活動の推進

内　　容

・　スポーツ教室等開催
　　　スポーツへの参加機会の拡充と関心を高めるとともに体力の保持と技能の向上を図る
　　ため、各種のスポーツ教室・大会を開催する。
　　　尐年スポーツ教室、市民マラソン大会、ファミリースキーなど各種教室等の開催

・　府民総合体育大会市町村対抗競技参加者助成
　　　競技スポーツへの参加を図るため府民総合体育大会への参加者に対して、参加経費
　　を助成する。

・　市民総合体育大会開催
　　　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、年間を通じて市民総合体育大会を開催する。
　　　市民参加によるフリーエントリー制総合体育大会

・　体育協会運営･活動助成
　　　スポーツ・レクリエーション活動の一層の普及・振興を図るため、八幡市体育協会に
　　助成する。

・　八幡市スポーツ賞表彰
　　　市民の体育・スポーツの振興及び競技力の向上に資するため、スポーツの振興に
　　貢献した個人や団体を表彰する。

２３年度実績

・　府民総合体育大会市町村対抗競技参加者助成
　　　　競技　18種目・総合11位　　270人参加

・　八幡市民マラソン大会　　　1,620人参加　＇申込　1,903人（

・　市民総合体育大会 　25競技　4,052人参加

・　尐年スポーツ教室　＇全15回（
　　延べ人数　　5教室合計　1,673人
　　　陸上　715人、サッカー　433人、レスリング　75人、バスケット　313人、バレーボール　137人

・　ファミリースキー＆スノボーツアー　　　44人参加
・　フィッシングスクール　　　58人参加
・　市民ふれあいウォーキング＇全２回（　　107人参加

・　八幡市スポーツ賞表彰
　　　　　　　　　　　　　　　　　功労賞         ＇個人（ 1人
                                     優秀選手賞　＇個人（10人
                                     ジュニア賞    ＇個人（  7人　　＇団体（3団体

成果・課題
及び

今後の目標

　　各種大会等を実施することにより市民の健康保持や増進が図れたほか、府民総合体育
　大会では、前年＇13位（を上回る11位の成績を残すことができ、競技力の向上が図れた。

　　各種大会の参加人数が例年並みで、幅広い年代が参加する生涯スポーツ社会実現の
　ためには、参加していない人達の掘り起こしや拡充が必要である。

　　参加者層拡大のため、体育団体と連携して、大会広報等の充実を図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　年代別の参加者を把握した上で、幅広い層が参加できる企画・広報の拡充が
　望まれる。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

主な施策 　地域スポーツの振興

内　　容

・　学校体育施設の開放
　　　市内の体育団体＇八幡市スポーツクラブ（に学校体育施設を開放して、地域スポーツ
　　振興を図る。
　
・　スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導
　　　生涯スポーツの振興を図るため、スポーツ推進委員の育成を図り、その委員が市民
　　に対し実技の指導・助言を行う。

・　ニュースポーツ用具の貸出
　　　ニュースポーツ(グラウンドゴルフ、カローリング、ぺタング等（の振興を図るため用具の
　　無料貸出を行う。

２３年度実績

・　学校体育施設の開放
　　　八幡市スポーツクラブ登録団体数　181団体
　　　延べ利用件数　　体育館 9,159件　格技場 1,159件　グラウンド 3,018件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 13,336件

・　スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導
　　　　定例会　　　 　5回実施
　　　　研修会等　　12回参加
　　　　　　　全国スポーツ推進委員研究協議会、近畿スポーツ推進委員研究協議会等
　　　　　　　派遣事業　20回実施
　　　　　　　障がい者スポーツ大会、シルバー人材センター互助事業等
　
・　ニュースポーツ用具の貸出
　　　　ＰＴＡや子ども会行事など　30件

成果・課題
及び

今後の目標

・　学校体育施設の開放
　　　平日、旧小学校体育館を暫定開放しているため、シニア層の利用が増え、地域スポーツ
　　振興のほか高齢者の健康づくりが図れた。

・　スポーツ推進委員によるニュースポーツ振興・指導。
　　　障がい者や高齢者にニュースポーツを紹介できた。また、八幡市老人クラブ連合会の
　　ほか宇治市、京田辺市、久御山町との相互研修会を通じて、指導力の向上を図ることが
　　できた。
　
・　ニュースポーツ用具の無料貸出
　　　ＰＴＡや子ども会など、これまで利用実績がなかった団体に、ニュースポーツ用具を貸出
　　すことができた。

・　学校体育施設の開放
　　　使用区分に限りがあるため、学校体育施設によっては、新規クラブ登録が難しい状況
　　にある。
　
・　スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導
　　　新人のスポーツ推進委員の企画力や指導力の向上が必要である。
　
・　ニュースポーツ用具の無料貸出
　　　無料貸出制度が、市民に知られていない。

・　既存クラブに会員募集の広報に努めてもらえるよう、協力を呼び掛ける。
・　ベテランと新人スポーツ推進委員がペアを組むことで、指導のノウハウを伝え、新人の
　指導力向上を図る。
・　ニュースポーツ用具の無料貸出制度に関する広報を充実させる。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　ニュースポーツについて認知度を高めていくためには、用具の無料貸出制度を
　含め、ゲームに関する説明を広報していく必要がある。
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担当課等 社会教育課

＇８（　文化芸術

　　＜基本方向＞

　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を支援しつつ、貴重な文化的遺産を保存し、豊富な歴史・伝統・文化資
源を活かした文化芸術都市をめざします。具体的には、市民が多様な文化芸術活動に親しみ、市民が心豊かに交
流しあい、全体に文化芸術の雰囲気が漂うようなまちづくりを進めます。

主な施策 　文化芸術活動の推進

内　　容

・　　(財)やわた市民文化事業団の主催事業助成
　　　市民文化の向上を図るため、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、㈶やわた市民文化事業団主催事業を支援する。

・　文化協会活動助成
　　　各種文化団体の活動の活発化を図るため、八幡市文化協会に助成する。

・　文化芸術振興
　　　心やすらぐ文化芸術のまちづくりを推進し、文化芸術の振興をもって市民生活の向上
　　に資する。

・　文化祭開催
　　　市民による文化活動を促進するため､活動＇成果（の発表の場として市民文化祭を開催
　　する。

・　八幡市文化賞表彰
　　　文化の振興に貢献した個人や団体を表彰する。

・　佐藤康光杯争奪将棋大会
　　　本市出身の佐藤康光王将の偉業を讃え、何事も努力すれば頂点に立つことができる
　　ことを学び、あわせて青尐年に夢と希望を与えることを目的に将棋大会を開催する。

２３年度実績

・　＇財（やわた市民文化事業団主催事業助成
　　　　文化センター
　　　　　京フィルクリスマスコンサート2011　平成23年11月6日開催　入場者数　1,043人
　　　　松花堂庭園・美術館
　　　　　第23回松花堂つばき展　平成23年4月1日～3日開催　入場者数　1,656人
・　文化協会活動助成　10連盟　25部会　129サークル　2,477人
・　第39回八幡市民文化祭　　　舞台発表48団体＇787人（、展示503点＇469人（
・　八幡市文化賞表彰　　功労賞 ＇団体（　1団体　　＇個人（　 3人
　　　　　　　　　　　　　　　　ジュニア賞＇団体（  2団体 　 ＇個人（ 　1人
　　　　　　　　　　　　　　　　優秀賞＇個人（　1人
・　佐藤康光杯争奪将棋大会　　　参加者数192人
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

担当課等 文化財保護課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

成果・課題
及び

今後の目標

・　　(財)やわた市民文化事業団の主催事業を支援し、幅広い年代の市民ニーズに対応する
　　事業を展開することにより、多くの市民が多様な文化芸術に親しむ機会を提供できた。

・　 文化団体が中心となって開催される市民文化祭では、展示会や舞台発表などを通して、
　　参加者相互の交流や文化活動への参加促進を図ることができた。

・　　市民のニーズは年々多様化しており、毎年同様の事業を展開することは、市民文化の
　　向上、発展に繋がらないため、市民ニーズに沿った事業の企画が必要である。

・　　佐藤康光杯争奪将棋大会では、192人の参加者があったが、八幡市在住者は21人で、
　　中学生以下に限ると4人と尐なく、「青尐年の夢と希望をはぐくむ」という開催の主旨が
　　薄れている。

・　　多くの市民の文化活動への参加を促進し、市民文化の向上を図るため、文化団体等との
　　連携を強化し、魅力のある事業の企画・運営を行う。

・　　市内の小中学生が多く参加できるよう募集方法を含めて検討する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　継続的な取組の他、幅広い市民のニーズに応えた魅力ある事業の企画実施が
　望まれる。

主な事業 　伝統文化の保存継承

事業内容
・　ずいきみこし保存会活動助成
　　　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
　　ずいきみこし保存会の活動を助成する。

２３年度実績
　　ずいきみこしの巡行を取り組む保存会への助成を行い、伝統芸能の継承に資することが
　できた。

成果・課題
及び

今後の目標

　　ずいきみこしの製作・巡行にあたり、尐子高齢化にもかかわらず、伝統文化の保存と地区
  行事の継承に取り組みがなされた。

　　地元だけの祭りに終わることなく、広く祭りを紹介するなかで、郷土の誇りとしての祭りと
　 して育てていくことが求められる。

　　郷土を代表する伝統芸能としての地位を高めるため、市の広報やマスメディアを活用し
　市民周知を図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　市の広報やマスメディアを活用するなど、更なる市民への周知が望まれる。
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担当課等 文化財保護課主な施策 　文化財保護の推進

内　　容

・　歴史シンポジウム・文化財補助
　　　市内の文化財の保護を図るため、国指定、府指定等文化財の所有者に対し、維持管
　　理・修理等に要した経費に対して助成する。

・　文化財講座開催
　　　文化財愛護意識の高揚を図るため、これまでの調査の成果を公開し、市民に還元する
　　講演会等を開催する。石清水八幡宮史跡・国宝指定に向けた啓発を重点的に行う。
　
・　美術工芸品・古文書等調査
　　　社寺及び個人所有の美術工芸品＇彫刻・絵画・工芸品等（や古文書の基礎資料を収集
　　し、目録等を作成して保存・活用を図り､特に貴重なものは市指定文化財に指定する。

・　国庫補助市内遺跡調査・発掘調査
　　　遺跡保存を目的とした考古学的調査、開発に伴う発掘調査を行い、成果を報告書とし
　　てまとめることにより、遺跡の記録・保存を推進する。

・　郷土史会活動助成
　　　郷土の歴史を愛護研究普及し、市の文化の向上に資するための活動に助成する。

２３年度実績

・　文化財補助
　　　　石清水八幡宮・正法寺・伊佐家・神応寺・内神社･善法律寺･御園神社

・　歴史シンポジウム・文化財講座
　　　　 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「速報！八幡のはちまんさん・歴史マンダラ　－遺跡調査から
　　　よみがえる石清水八幡宮の歴史－」　参加者184人
　　　　 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「日本文化と史跡・石清水八幡宮」　参加者280人
　　　　出前講座・その他文化財講座　参加者延157人

・　美工・古文書調査
　　　　神応寺新収蔵品調査・神応寺「大掛絡」等染織品調査・安田家美術工芸品「後光厳天皇
　　　　宸筆」、「伊勢物語」調査

・　国庫補助・発掘調査
　　　　石清水八幡宮境内遺跡調査専門委員会開催＇委員8人、開催1回（
　　　　『石清水八幡宮境内調査報告書』を刊行＇総ページ数353頁（
　　　　馬場遺跡範囲確認調査・木津川河床遺跡試掘調査実施
　　　　美濃山廃寺範囲確認発掘調査 現地説明会2回実施　参加者461人

・　郷土史会助成
　　　　機関紙誌発行、歴史講座、市内見学会
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

担当課等 社会教育課・文化財保護課

成果・課題
及び

今後の目標

・　文化財補助
　　　　文化財所有者の負担を軽減することにより、維持管理・修理を行うことができた。

・　歴史シンポジウム・文化財講座
　　　　シンポジウムを2回開催し、史跡指定の意義を周知し文化財保護の機運を高めること
　　　　ができた。
　
・　美工・古文書調査
　　　　調査により市内社寺・個人宅に他市町村では見られない貴重な文化財が所蔵されて
　　　　いることが判明した。

・　遺跡調査
　　　　報告書をもとに国の文化審議会で審議され平成24年1月24日付けで国史跡指定を受
　　　　けた。
　　　　石清水関連遺跡調査として4カ年計画で新善法寺家邸宅跡調査を開始した。
　　　　開発事業に先立つ美濃山廃寺の大規模発掘調査を外部委託など工夫を凝らし予定
　　　　期間内に終了した。2回開催した遺跡説明会により多くの市民に公開し、遺跡調査の
　　　　意義の啓発にもなった。

　　美術工芸品や古文書、民俗資料など特に優れた歴史資料や、日常的に市民に公開
　すべき資料を展示公開する。失われつつある古民家の調査や保存をはかる。

・　市を代表する文化財の宝庫である石清水八幡宮本殿の国宝指定。
・　市民への有形文化財、考古資料等の公開機会の推進。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　石清水八幡宮境内が、国史跡指定されたことは意義深い。複数回、市民への
　周知の機会が設けられたことは評価できる。
・　市内の文化財に関する情報をネットで紹介するなど、地域の歴史・文化に関す
　るさらに積極的な情報発信が望まれる。

主な施策 　文化振興施設の充実

内　　容

・　文化センター運営
　　　市民がすぐれた芸術に接すると共に文化活動等に利用し、交流を深める場として文化
　　センターを運営する。
　　　指定管理者制度による管理運営。

・　松花堂庭園・美術館運営
　　　史跡「松花堂」の保存など、市民文化の振興に寄与するため、松花堂庭園・美術館を
　　運営する。
　　　指定管理者制度による管理運営。

・　ふるさと学習館管理運営
　　　市内遺跡等からの出土品や民具を見学し、触れることでふるさと八幡に対する意識や
　　文化財保護意識の高揚を図るため、文化財や民具等の資料を整備し、展示・公開する。

２３年度実績

・　文化センター
　　　施設の総利用件数は3,691件で対前年度比約0.4％の減尐、総利用者数は165,280人
　　で対前年度比約0.7％の減尐となった。

・　松花堂庭園・美術館
　　　施設の総利用件数は838件で対前年度比約6％の増加、総利用者数は29,242人で
　　対前年度比約15％の増加となった。

・　ふるさと学習館
　　　体験学習として「古代のアクセサリー勾玉をつくろう！」「発掘体験教室－古代のお寺
　　の発掘に参加しよう！－」に取り組んだ。来館者数は778人。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

成果・課題
及び

今後の目標

・　文化センター
　　　　各種鑑賞型事業・参加型事業の開催を通じて、優れた芸術に接する機会と交流を深
　　　める場を提供することにより、文化の振興を図ることが出来た。

・　松花堂庭園・美術館
　　　　昭乗ゆかりの地とし、松花堂庭園・美術館を会場に文化事業を展開することが出来、
　　　利用件数・利用者数の増加にも繋がった。

・　ふるさと学習館
　　　　勾玉作りは古代のものづくりを体験できるため好評を得た。
　　　　市民寄贈の民俗資料の整理・展示を通じて若年から高齢者まで郷土愛を育むことが
　　　できた。

・　文化センター
　　　今年度は、利用件数・利用者数共に前年度より減尐しており、利用者の増加を見込める
　　事業・イベント等の企画、運営を検討する必要がある。

・　松花堂庭園・美術館
　  　美術館別館をはじめとした施設の老朽化が目立っており、観覧、利用に際して安全性を
　　確保できるよう計画的に改修する必要がある。

・　ふるさと学習館
　　　ふるさとの文化財にスポットをあて、郷土愛を育てる取り組みをさらに進める。
　　　勾玉づくりなどの体験学習の充実。

　　八幡市が誇る優れた文化施設の認知度をさらに高め、来場者の拡大を図るとともに、文
　化の発信地としての都市の知名度をより一層高める。　また、老朽化した施設の計画的な
　改修を図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　「ふるさと学習館」では、体験的講座が企画され、多くの子ども達が豊かな体験
　を積めたことは意義深い。マンネリ化を防止しながら魅力ある体験的講座を今後
　も企画されることを期待する。
・　各施設の利用者が増減した要因を調査し、市民にとって魅力ある企画策定や
　施設運営に活かしていくことが望ましい。

主な事業 　国民文化祭

事業内容 　　『第26回国民文化祭・京都2011』にかかる八幡市主催事業として、二つの事業を開催。

２３年度実績

・　「おやじたちのコンサート」
　　　平成23年11月6日＇日（　文化センター大ホール
　　　　出演団体　府外5団体、府内5団体
　　　　参加、来場者　1,440人
・　「松花堂昭乗展」
　　　平成23年10月19日＇水（～12月4日＇日（　松花堂庭園・美術館ほか
　　　　参加、来場者　5,620人

成果・課題
及び

今後の目標

・　おやじたちのコンサートでは、団塊の世代を中心としたアマチュアミュージシャンが、熱い
　演奏を繰り広げ、全国からの来訪者及び多くの市民に音楽に親しむ機会を提供し、出会い
　と交流を深めることができた。
・　松花堂昭乗展では、開催を通して、松花堂昭乗及び昭乗ゆかりの松花堂庭園・美術館、
　市内の史跡・名所等を多くの人に紹介することができた。

・　テレビ、新聞等のマスコミ関係の取材が尐なく、全国への発信が十分できなかった。

　　好評を得た国民文化祭を一過性のイベントとして終わらせず、多くの市民が参加できる
　ようなイベントを企画、検討する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　おやじたちのコンサート、松花堂昭乗展のいずれも参加者が多く、事業として
　成功裡に終わったことは評価できる。
・　今後も、魅力あるイベント企画を継続的に提供していくことを期待する。
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