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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 24年度八幡市教育委員会が執行した事務

の取組実績・成果等についての自己点検表に学識経験者の評価・コメントを頂いてま

とめたものです。 

 

１  教育委員会開催回数 
 

平成 25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   １１回（８月除く） 

○臨時教育委員会    ４回           

   （その他勉強会     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 25年度は下記の 11件について審議、74件について報告しました。 
 

《 平成２５年度教育委員会議題一覧 》 
                    

 件    名 議決日 

１ 八幡市教育委員会教育長の任命について  H25. 4. 2 

２ 教職員の服務規律について H25. 4.22 

３ 社会教育委員並びに公民館運営審議会委員の委嘱について H25. 6.28 

４ 
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 
H25. 7.11 

５ 八幡小学校の登校時交通事故について H25. 9.24 

６ 八幡市図書館協議会委員の委嘱について H25.11.13 

７ ｢平成２６年度学校教育の方針と目標｣について H25. 2.20 

８ ｢平成２６年度社会教育の方針と目標｣について H25. 2.20 

９ 教職員の人事案件について H26. 2.25 

１０ ｢平成２６年度学校教育の方針と目標｣について H26. 3.19 

１１ ｢平成２６年度社会教育の方針と目標｣について H26. 3.19 
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《 平成２５年度教育委員会報告等一覧 》 

                        件    名 報告日 

１ ４月１日付け教育部人事異動について H25. 4. 2 

２ 平成 25年度八幡市立各校(園)入学(園)式出席者表の配付 H25. 4. 2 

３ 「平成 25年度学校訪問の日程表」の配付 H25. 4. 2 

４ 「平成 25年度学校･社会教育の方針と目標」最終版の配付 H25. 4. 2 

５ 
平成 25年度市立幼稚園及び小・中学校在籍者数・教員数等(市独自速報値)の結

果について 
H25. 5.27 

６ 「平成 25年度研究指定校」について H25. 5.27 

７ 「八幡市中学校給食検討委員会」の開催について H25. 5.27 

８ 「平成 24年度園長会のまとめ」について H25. 5.27 

９ 八幡市立幼稚園保育料減免について H25. 5.27 

１０ 「平成 25年度八幡市教育支援センター事業方針」について H25. 5.27 

１１ 平成 25年度八幡市議会第２回定例会会期日程予定表(案)の配付 H25. 5.27 

１２ 子ども・子育て支援新制度リーフレットの配付  H25. 5.27 

１３ 当面の教育部行事等日程表の配付 H25. 5.27 

１４ 松花堂美術館展示室の使用再開について H25. 6.24 

１５ 「美濃山・欽明台地域の図書館建設の陳情書」について H25. 6.24 

１６ 「平成 24年度所報」の配付について H25. 6.24 

１７ 八角堂屋根養生緊急工事について H25. 6.24 

１８ 当面の教育部行事等日程表の配付 H25. 6.24 

１９ ７月１日付け人事異動について H25. 6.28 

２０ 
社会教育委員並びに公民館運営審議会委員の委員長及び副委員長の選出につ

いて 
H25. 7.11 

２１ 第 28回八幡市公私立保育園「保育園児のつどい」の開催について H25. 7.11 

２２ 八幡市議会第３回定例会会期日程予定表(案)の配付 H25. 7.11 

２３ 小中学校における気象警報等の対応について H25. 9. 3 

２４ 幼稚園における気象警報等の対応について H25. 9. 3 

２５ 平成 26年度八幡市立幼稚園園児募集要綱について H25. 9. 3 

２６ 子ども子育て会議について H25. 9. 3 
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                        件    名 報告日 

２７ 
平成 24年度生涯学習センター並びに公民館の事業報告書及び平成 25年度事業

計画書について 
H25. 9. 3 

２８ 「平成 24年度図書館年報」について H25. 9. 3 

２９ 早朝からの教育相談・支援体制構築事業について H25. 9. 3 

３０ 平成 25年度八幡市教育委員会事務事業点検・評価報告書について H25. 9. 3 

３１ 平成 25年度いじめ調査(第１回)の結果について H25. 9. 3 

３２ 市議会第２回定例会会議録の配付について H25. 9. 3 

３３ 平成 25年第３回定例会会期日程予定表の配付について H25. 9. 3 

３４ 市立幼稚園、小・中学校平成 25年度運動会・体育大会出席者(案)について H25. 9. 3 

３５ 「市文化賞・スポーツ賞、青少年の主張大会、市文化祭、音の祭典」について H25.10.17 

３６ 「八幡市立幼稚園のつどい」について H25.10.17 

３７ 平成 25年度地方教育行政功労者表彰(文部科学大臣表彰)等について H25.10.17 

３８ 男山第三中学校幅跳び国体出場入賞について H25.10.17 

３９ 近畿市町村教育委員研修大会実施要項の配付 H25.10.17 

４０ 八幡市議会第４回定例会会期日程予定表(案)の配付 H25.10.17 

４１ 2013八幡市民マラソン大会の申込状況について H25.11.13 

４２ 八幡市社会教育委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例案について H25.11.13 

４３ 緊急事態発生時の教育委員会の初期対応マニュアル(案)について H25.11.13 

４４ 平成 26年度園児募集による各園入園見込み数について H25.11.13 

４５ 園児情報システムの導入について H25.11.13 

４６ 埋蔵文化財発掘調査報告書について H25.11.13 

４７ 当面の行事等日程の配付 H25.11.13 

４８ 市議会第４回定例会への請願等について H25.12.17 

４９ 2013市民マラソン大会参加状況について H25.12.17 

５０ 文化センター空調改修工事に伴う臨時休館について H25.12.17 

５１ 平成 26年成人式について H25.12.17 

５２ 平成 25年度八幡市・八幡浜市中学生交流事業の実施について H25.12.17 

５３ 子どもの育ちを支援するキャラクター作成について H25.12.17 

５４ 図書館協議会委員の会長及び副会長の選出について H25.12.17 
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                        件    名 報告日 

５５ くすのき第 61号の配付 H25.12.17 

５６ 「平成 26年度学校教育・社会教育の方針と目標」について H26. 1.23 

５７ 平成 25年度文部科学大臣優秀教職員表彰について H26. 1.23 

５８ 八幡市成人式の参加状況について H26. 1.23 

５９ 八幡市・八幡浜市中学生交流事業の実施報告について H26. 1.23 

６０ 平成 26年八幡市議会第１回定例会会期日程表(案)の配付 H26. 1.23 

６１ 平成 25年度山城地方教育委員会連絡協議会教育委員研修会開催通知の配付 H26. 1.23 

６２ 当面の行事等日程表の配付 H26. 1.23 

６３ 平成 26年度施政方針及び平成 26年度教育部予算について H26. 2.20 

６４ 市立各校(園)の卒業(園)、入学(園)式の日程(出席者)について H26. 2.20 

６５ 八幡浜市教育委員会委員の視察について H26. 2.20 

６６ 学校歯科医の報酬額の改定について H26. 2.20 

６７ 志水公民館バリアフリー等改修工事の完了予定について H26. 2.20 

６８ 文化財保護課から松花堂庭園の「名勝指定」について H26. 2.20 

６９ 「第 27回八幡市青少年の主張大会の記録」の配付 H26. 2.20 

７０ 市議会第１回定例会会期日程予定表の配付 H26. 2.20 

７１ 平成 26年度教職員人事異動辞令交付式について H26. 3.19 

７２ 中学校給食検討委員会のまとめについて H26. 3.19 

７３ 男山地区スタディサポート事業について H26. 3.19 

７４ 緊急事態発生時の教育委員会初期対応について H26. 3.19 

 
 
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）による全幼稚園、全

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２５年度は、全幼稚園、全小学校・中学校（計１８校園）及び教育関係施設

２ヵ所を訪問しました。 

 

  訪問内容：授業参観、校(園)長等との意見交換、給食懇談等 
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《 教育委員会関係の会議・行事等一覧 》(定例教育委員会・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(2日) 

･年度当初校･園長会(2日) 

･有都こども園開園式(5日) 

･市立幼稚園入園式、小・中学校入学式(5日､9

日､10日､11日) 

･府立京都八幡高等学校入学式(8日) 

･府立八幡支援学校小中学部入学式(9日) 

 

 

5月 

･市民総合体育大会開会式(26日) ･山城地方教育委員会連絡協議会理事会、総会及

び委員長部会・教育長部会合同研修会(10日木

津川市) 

･京都府市町村教育委員会連合会総会及び委員

研修会(24日京都市) 

 

6月 

･市議会第 2回定例会 

･市中学校・高等学校音楽の集い(22日) 

 

 

7月 

 ･綴喜地方教育委員会連合会総会(5日八幡市) 

･「社会を明るくする運動」綴喜地区研修大会(9

日京田辺市) 

 

8月   

9月 

･市議会第 3回定例会 

･市立中学校体育大会(21日) 

･市公私立保育園「保育園児のつどい」 

(22日) 

 

 

10月 

･市立小学校･幼稚園運動会(5日､12日､19日) 

･八幡市児童陸上運動交歓記録会(23日) 

 

･近畿市町村教育委員研修大会(18日橿原市) 

11月 

･市民文化祭(2日) 

･市スポーツ賞･文化賞表彰式(3日) 

･青少年の主張大会(3日) 

･音の祭典(10日) 

･八幡市立幼稚園のつどい(16日) 

 

･京都府内市町(組合)教育委員会連合会研修会

(1日京都市) 

 

12月 

･市民マラソン大会(1日) 

･市議会第 4回定例会 

･市中学生英語スピーチコンテスト(7日) 
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 市関係 国･府関係 

1月 

･初春のつどい(12日) 

･市成人式(13日) 

 

 

2月 

･市議会第 1回定例会 

･府立京都八幡高等学校卒業式(28日) 

 

･山城地方教育委員会連絡協議会教育委員研修

会(12日京都市) 

3月 

･おやじたちのコンサートパートⅢ(9日) 

･八幡支援学校高等部卒業式(11日) 

･八幡支援学校小中学部卒業式(18日) 

･市立幼稚園卒園式､小・中学校卒業式(14日､18

日､20日､24日) 

･男山第二中学校吹奏楽部定期演奏会(30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「第４次八幡市総合計画後期基本計画」に基づき、平成

25年度教育施策を「めざす姿、重点取組、主な施策」の順に掘り下げ、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。 
 

《 教育施策のめざす姿 》 

平成 25年度教育施策のめざす姿(基本方向)は「第４次八幡市総合計画後期基本計

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

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・ 人権教育啓発の取組が継続的に行われ、学習講座では、身近に存在する「いじ
　め」を取り上げたことは評価できる。
・ 人権啓発ポスターの出展数、人権教育学習講座の参加者数ともに、昨年より若干
  であるが減少している。減少の原因を検討した上で、さらなる活性化に取り組むこと
  が望まれる。

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。
・　人権教育学習講座やポスター展等の啓発活動。

２５年度実績

・　市内8校区部会活動費を助成。
　　　各部会別の主な取組として、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682点、中学生574点、
　合計1,256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7日（土）開催の八幡人権フェスタ2013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102名。
　　　・　平成25年6月15日（土）　文化センター
　　　　　　テーマ「成果と手法をひろげて」　講師　　森　義明さん
　　　・　平成26年3月15日（土）　松花堂庭園・美術館
　　　　　　テーマ「いじめについて考えよう～私たちにできること～」　講師  大谷　眞砂子さん

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、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2013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少ないため、さらに広報活動が必要。
・　校区部会活動の活性化が必要である。

・　より多くの市民が参加できるよう、広報・啓発を工夫し、内容・開催場所等を検討する。
・　市内8校区部会に対して、校区内の諸団体との連携をさらに深めるとともに、他市の活動状
  況等も参考にしながら活性化に向けた取組を検討する。

（１）　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。

主な施策 　人権教育・啓発の推進
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　　＜めざす姿＞

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 学校教育課

２５年度実績

・  ネイティブスピーカーの派遣を民間業者に委託し、各中学校に1名を配置。
・　ネイティブスピーカーによる授業を各校140日程度実施。
・　八幡市中学生英語スピーチコンテストの開催。
・　外国人英語指導助手招致事業を任用期間満了に伴い8月で廃止。
・　八幡市中学生英語スピーチコンテストでは、14名の生徒が参加し発表した。
                                                                     （H24年度は12名）

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・  小中一貫を視野に入れた指導内容や教材を作成し、各校で活用するための仕組み
　を作るなど、継続的な取組が行われていることは評価できる。
・  学校間での実践事例の共有化、小中一貫の連続的な学習、および小学校教員の
  外国語指導力向上に関して、継続的な改善が望まれる。

主な施策 　中学校英語教育の推進

内　　容
・　外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、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、聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を
  養う。

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。

２５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、生きた英語に触れさせ、コミュニケー
  ションの楽しさを感じさせることができた。

・　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。

・　英語研究員会で、小中一貫を考えた指導内容（Can do List）や特に書くことの教材を作成
　し、共有サーバにおき、各校で活用できるようにしている。

・　ネイティブスピーカーに模擬授業をしてもらうなど校内研修で活用している。

・　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
・　作成した教材を各校での積極的な活用に向けて、英語研究員等を中心に周知していく。
・　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）
・　小学校教員の外国語指導力の向上

・　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
  コミュニケーションの素地を養う授業の推進。
・　土曜活用や学校公開、授業参観において、保護者にもネイティブスピーカーの活用を伝え
  る。
・  小学校外国語活動の教科化を見据え、各校での実践事例を共有化し、各中学校キャンパ
  スでの小中一貫の連続的な学習方法やネイティブスピーカーの活用方法を構築する。
・　小学校教員の外国語指導力向上のための校内研修を実施する。

（２）　国際理解

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。

主な施策 　小学校英語活動の推進
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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

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地域性を生かした、独自の継続的な国際交流の取組として評価できる。
・　絵画交流に止まらず、英文の手紙やメール等を使った交流など、生きた英語を学び
  かつ英語を使った国際交流の場として活用するための工夫が望まれる。

２５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17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25年7月1日～平成25年12月13日
　　展示枚数 ：　17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26年1月30日（木）16時
　　場　 所 ： 行政委員室

成果・課題
及び

今後の目標

・　子ども達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、「八幡市内の風景、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募集要項を現場に合った内容に見直
  しをする必要がある。

・　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

・　民間業者に委託することでネイティブスピーカーを各校に1名配置し、ネイティブス
　ピーカーによる授業を140日程度実施するなど、着実な改善が行われている点は評
　価できる。
・　今後、ネイティブスピーカーの採用方法について改善を行うと共に、言語だけでな
　く国際理解の視点からも、ネイティブスピーカーの活用について検討していくことが
　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・中学校の園児・児童・生徒が八幡市の風景、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。
　また、マイラン村の子どもたちが描いた絵画が送付され、その絵画を各幼稚園・小・
 中学校にて巡回展示を行っている。

成果・課題
及び

今後の目標

・　英語授業において、ネイティブスピーカーにより、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。
・　ネイティブスピーカー４名を週５日間、一日7時間配置した。

・　中学校英語教育の推進を図るため、ネイティブな英語に触れさせ、学力向上に努める必要
　がある。
・　各校に配置しているネイティブスピーカーの発音に課題があり、業者とともに学校訪問を実
　施し、ネイティブスピーカーに対して指導を行うなど、授業視察を実施した。学校によるネイ
  ティブスピーカーの評価票を回収し、改善を図った。

・　各中学校における、ネイティブな発音を聞くことにより、より話す力、聞く力の向上を図るとと
  もに、国際理解教育の推進を図る。
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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

A

成果・課題
及び

今後の目標

・　平成24年度で耐震補強工事が完了し、平成25年度で非構造部材の耐震化工事が完了し
   た。
・　公立幼稚園全園においてオートロックの整備が完了した。
・　オートロックの整備により、安心して子どもたちが育ち学べる環境が整備できた。

・　平成24年度で耐震補強工事が完了し、今後は園舎等の老朽化に対応するための大規模
　改造工事及び保育環境改善のための空調設備整備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。

・  老朽化対策及び保育環境改善の必要な施設について、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

・　非構造部材を含む耐震化工事が完了し、オートロックも整備され、子どもたちが安
　心して学べる環境が整備できた点は評価できる。
・　老朽化に対応する大規模工事及び空調設備工事を計画的に進めることが必要
　 である。

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対策等

２５年度実績

・　全幼稚園の非構造部材耐震化工事を実施。
・　幼稚園（有都こども園除く）の空調設備設計業務を実施。
・　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した。

成果・課題
及び

今後の目標

・　特別支援教育において、障がい児カウンセラー・コーディネーターの訪問により、支援の必
  要な子どもの早期発見と支援が深まった。
・　保幼小連携教育プロジェクトの中で、「ことば」「環境」「日常」の内容を保幼小連携の視点か
  ら５歳児指導計画の中に反映したアプローチカリキュラムを作成し、保幼小連携が進んだ。

・　保幼小連携や関係機関との連携や情報交換が、子どもの成長や支援にとって効果的で系
　統だったものとなるための、工夫や体制づくりが必要である。

・　アプローチカリキュラムを５歳児保育の実践の中で見直していくとともに、保幼小連携プロ
　 ジェクトにおいて、小学校１年生のスタートカリキュラムを作成し、実践する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　幼稚園の預かり保育について、月極めの利用件数が増加するなど、市民ニーズに
　あった施策として良好に実施されている。
・  アプローチカリキュラムに引き続き、小学１年生用のスタートカリキュラムの作成と
  実践研究が期待される。

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。

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。
・　幼稚園特別支援教育
　　　特別な支援が必要な子ども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。(夏季休業中は指定
    日実施）
・　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。

２５年度実績
・　幼稚園の預かり保育　　　　　　　　6園　　一時預かり　4,343件　月極め　675件
・　幼稚園の園開放・園庭開放　　    6園　　延　116回

（３）　幼稚園

　　＜めざす姿＞
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　　＜めざす姿＞

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

２５年度実績

・　八幡市一貫教育推進協議会における各部会（一貫教育部・研究部・保幼小連携教育部）
　の活動。
・　一貫教育部の活動（キャンパス内組織づくり、教職員合同研修、児童生徒の交流等）
・　研究部の活動（八幡市基礎学力検定（国語・算数数学・英語）等）
・　保幼小連携教育部の活動（キャンパスごとのワークショップ、情報交流等）
・　小中一貫教育推進コーディネーターの授業軽減のために、小中一貫教育非常勤講師を
   週8時間勤務で4名配置（各中学校に1名）

・　八幡市一貫教育推進協議会における各部会（一貫教育部・研究部・保幼小連携教育部）の
　活動を進めることができた。
・　各キャンパスでは、キャンパス内の組織作りを行い、年間計画に基づき教職員研修や児童
　生徒の交流を実践した。
・　一貫教育部会では、共通の子ども像や推進構想図案を作成したり、取組交流を行った。
・　研究部では、各教科・領域における指導の系統性についての研究や八幡市基礎学力検定
　の取組を行った。
・　保幼小連携教育部では、アプローチカリキュラムが完成した。今後は、実践的な検証を行う。
・　小中一貫教育推進コーディネーターの授業軽減のために非常勤講師を配置したことにより、
　小中の連携・一貫した指導を組織的に対応できるようになった。

成果・課題
及び

今後の目標

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ブックトークや授業を通じた活用により、小学校では着実に学校図書館の利用者が
  増加した点は評価できる。
・　中学校における図書館の利用促進のために、新たな工夫が必要である。

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。

２５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。
・　学校図書館司書を配置し、図書の充実、貸出、授業に必要な図書資料の準備及び読書指
   導を行なった。

成果・課題
及び

目　標　等

・　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
　の貸出冊数が24年度と25年度を比較すると、小学校で16,614冊増えた。
・  図書室の設営、貸出、授業への支援など、積極的な図書館活用ができた。

・　中学校においては、貸出冊数が若干減少しており、学校図書館の更なる活用の推進が
　必要である。

・　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。

（４）　学校教育

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。

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。
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課題

今後の
目　標

評価

B

担当課等 学校教育課

２５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、家庭学習のプリントや授業での練習問題として、システムを活用した。

・　学習支援員
　　　課題の大きな学年への対策、学力向上の対策、中学校の不登校対策のために配置
　　　　 延べ27,158時間　延べ57名（概ね週27時間配置）
　
・　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
　　４５名参加した。
　　　全教職員対象の研修大会を実施。
　　　市の研修講座は、府総合教育センターでの単位制履修制度実施に伴い、内容を精選し、
　　  市の教育課題に絞って１７講座実施し、２０７名が参加した。

・　スクールソーシャルワーカー(SSW)
　　　府費未配置校に福祉的な視点から児童・生徒保護者への支援のために、週12時間勤務を
　　2名配置（三中・東中）

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　アプローチカリキュラムの完成など、保幼小連携教育に向け、着実に活動が進展し
　ている点は評価できる。
・　市独自の基礎学力検定の実施時期等を検討した上で、継続的に検証していく必要
   がある。

主な施策 　学力の充実・向上（Ⅰ）

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。

・　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。

・　学習支援員の配置
　　　①課題の大きな学年に　５月～週２７時間　16人配置
　　　②学校の積極的な学力向上への取組として、４月～週２７時間　12人配置
　　　③中学校不登校対策として、４月～週２７時間　4人配置
 
・　スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置
　　　福祉的な視点から、家庭への支援を行うことで、児童生徒の家庭の安定を図り、落ち着い
　　て学習できる環境を整える。

・　八幡市基礎学力検定を国語・算数数学・英語外国語の三つの教科で実施したが、実施時
　期や実施方法を再度検討し、9年間を見通した学習の一貫性を明確にし、基礎学力の定着
　を図る必要がある。
・　一貫教育を推進するにあたり、小中各校へ連携を行うための人的支援が必要である。
・　キャンパスにおける着実な研究及び実践を推進する。
・　保幼小連携教育おいて、作成したアプローチカリキュラムの実践的な検証を行うとともに、
　スタートカリキュラムの作成を進める。

・　小中一貫教育の取組の推進により効果的効率的な指導を目指していく。
・　一貫教育の組織を明確化するとともに、より実践的で各キャンパスの実態や特徴に応じた
　小・中学校共有の 「育てたい子ども像と育みたい力」を明確にする。
・　一貫教育を推進するにあたり、小中各校へ連携を行うための人的支援を有効に活用できる
　組織体制を構築する。

成果・課題
及び

今後の目標
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

担当課等 南ヶ丘教育集会所

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　人的配置が適切に行われたことにより、様々な学校教育の課題に積極的に応える
  ことが可能となった点は評価できる。
・　学力向上の工夫や改善とともに、支援を必要とする小学校にもスクールソーシャル
　ワーカーの配置をすることで、困難な課題を抱える児童の精神的安定が図れ、結
　果的に学力向上に繋げていくことになると思われる。

主な施策 　学力の充実・向上（Ⅱ）

内　　容

・　南ケ丘教育集会所学習支援
　　　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学習上の課題解決に向かうよう支援・助言を
　　行う。また、集会所において児童生徒へリーダーバンク登録（大学生等）者による学習の課
    題解決へ向けた支援・助言を実施する。

・　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。

・　ｅスクール構想
　　特に学力に特化してヒアリングを進め、eスクール構想を推進することができた。また、課題
　解決のため、学習支援員の配置や指導主事訪問での焦点化した指導等、施策への反映も
　行なえた。
　　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活用することができた。

・　学習支援員
　　　[課題の大きな学年への配置]…課題の大きな学年へ配置することで、個別指導やチーム
　　ティーチングにより、一定落ち着いて授業を受けることができ、学力の向上への基盤をつく
　　ることができた。
　　　[学力向上への取組]…少人数指導を行うことや、個別での取出し指導など学力の充実に
　　向けた取組ができた。
　　　[不登校対策]…別室登校の生徒への対応など、きめ細かな指導を行うことができた。

・　教職員研修・講座
　　　新転任者に本市の重点的な取組や方針を伝え、本市の教育に理解を深めることがで
　　 きた。また、本年度は地域学習を取り入れ、飛行神社や石清水八幡宮の見学などを実施し
　　 たことが有意義であった。
　　　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。

・　スクールソーシャルワーカー
      市費配置のＳＳＷは、中学校区を単位として、小学校の相談支援も行うことができた。

・　ｅスクール構想では、今後も、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。特に具体的な改善に焦点をあてる。また、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
　　更なる活用促進のため、新転任者や新採教員への周知を図る必要がある。

・　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。また、若手教員の指導力の向上につながる研修の強化も必要である。

・　ｅスクール構想の改善及び様々な施策展開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
　　　システムの活用を推進するために、操作研修会を実施し、周知を図る。
・  本市の実態や教育課題に応じた研修プログラムの開発。（地域教育を含む。）
・　学習支援員の質的向上や人材確保に向けた取組を進める。

成果・課題
及び

今後の目標
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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・教育支援センター

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　放課後学習クラブを全小学校において実施し、漢字検定、数学検定ともに高い合格
　率を維持するなど、施策が適切に実施されている。
・　南ヶ丘教育集会所の学習支援については、市内全域からの児童生徒参加にむけ
　た工夫や改善に取り組んでいくことが望まれる。

主な施策 　特別支援教育の推進

内　　容

・　特別支援教育支援
　　通常学級に在籍する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
   る困難の支援・配慮をより充実した教育を行うため、学習活動上の支援を行う「特別支援教
   育支援員」を計画的に派遣する。

・　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する。

・　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。

２５年度実績

・　南ヶ丘教育集会所学習支援
　　　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
    めた相談を行った。

・　放課後学習クラブ
　　  水曜日（14：45～16：45）は学習プリントを使った自主学習、土曜日（9：30～11：30）は漢
    字検定・数学検定を受検するためのチャレンジ学習を、延11,811人の参加者により、自
    学自習と学習意欲の向上のため全小学校で実施した。

成果・課題
及び

今後の目標

・　南ヶ丘教育集会所学習支援
　　　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
　　　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、漢字検定は87％、数学検定は85％の合格率を上げることが
　　 出来た。

・　南ヶ丘教育集会所学習支援
　　　市内全域から児童生徒の学習支援参加を促す必要がある。
　
・　放課後学習クラブ
　　　効率的に学習が行われるような環境づくりが必要である。

・　南ヶ丘教育集会所学習支援
　　　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広報
　　に努め、市内全域から参加できる体制で、児童生徒の学習支援参加者の増加を図る。
　
・　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、学習内容の工夫
　　を図る。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　特別支援教育支援員の各校1名配置により、通常学級下における個別指導を要す
  る児童に適切な指導を行うことができたことは評価できる。
・　夏の地域学校、特別支援教育を考える集い、卒業生を励ます会など、特別支援に
　関する継続的な取組が行われており、一定数の参加者を維持している。

25年度実績

・　特別支援教育支援員
　　　通常学級で学習している支援を必要とする児童生徒への個別指導のため配置。
　　　延べ12,194時間　延べ17名（各校1名　概ね週27時間配置）

・　夏の地域学校
 　　 7月26日（金）　美濃山小学校とくすのき小学校の2会場で実施。
　　　参加児童・生徒､保護者､教職員　2会場総計約360名

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　11月30日（土）　市民交流センターで講演会を実施。
　　　参加者59名　　講師　京都府総合教育センター
                                     研究主事兼指導主事　小林利恵子　氏

・　卒業生を励ます会
　　　2月19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

・　特別支援教育支援員
　　　各校で計画的に支援の必要な児童生徒に個別の対応を行うことができた。

・　夏の地域学校
　　　市内から特別支援学校に通う児童・生徒と市内に通う児童・生徒が一堂に会し活動を通
    じて交流を深めることができた。多くの参加者があり、同じ八幡市に暮らす障がいのある仲
    間についての正しい人権感覚を育む機会とすることができた。
　　　また、児童・生徒も歌・ゲーム・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
　　　「共生社会における就学指導の在り方」というテーマで、インクルーシブ教育とユニバーサ
    ルデザインを踏まえた有意義な講演でわかりやすく参加者から好評を得た。
・　卒業生を励ます会
　　　特別支援学級の卒業児童・徒を、温かく祝うことができ、卒業生は決意を発表することが
　   できた。

・　特別支援教育支援
　　　特別支援教育支援員の質の向上及び人材確保の取組の推進
・　夏の地域学校
　　　障がいのある仲間についての正しい理解と認識、人権感覚を育めるよう事前指導及び
　　活動内容の工夫と充実を図る必要がある。
・　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、
　　地域の方、ＰＴＡ等、広く啓発していく必要がある。
・　卒業生を励ます会
　　　特別支援学級卒業児童生徒の門出を、在校生、保護者、教職員があたたかく祝うため
　　に、参加児童・生徒の実態に応じた一層の工夫が必要である。

・　特別支援教育支援
　　　支援の多様化、支援を必要とする児童生徒の増加に伴う体制強化

・　夏の地域学校
　　　障がいのある児童・生徒の社会性を育み、同年代の子どもたちが互いを知るための機会
    となるよう活動内容を工夫し、地域・保護者・学校が一体となって取り組む。

・　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社会的自立を目指し、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。
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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

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。
・　子ども会議委員以外にも参画を促すため、「市長への提言」のビデオを給食時に
　教室で放映するなど積極的な情報発信の工夫が望まれる。

２５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組、内容の報告と提言を映像にまとめた。

・  「広げようやわたの文化と笑顔」をテーマに、八幡市をよくするための討議や調査活動に取
　　り組み、映像等にまとめ、市長に提言した。

・　会議の開催（6回）
　　　　7/7（日）、8/3（土）、8/23(金）、10/19（土）、11/16（土）、12/14（土）

・　全日活動の実施（2日）　：　8/3（土）、8/23（金）

・　市長への提言　：　1/11（土）

・　各グループのテーマ
　　小学生グループ　Ａ班「みんなでつくろう美しい八幡 ～ごみのないまちを目指して～」
　　小学生グループ　Ｂ班「観光」＋「エコ」の視点で八幡市をPR
　　中学生グループ　Ｃ班「子ども松花堂弁当」コンクール～地産地消で食生活を改善しよう～
　　高校生グループ　Ｄ班「八幡子ども会議の子ども諮問機関化宣言」

成果・課題
及び

今後目標

・　実際に街へ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。

・　市長に第1回子ども会議に出席してもらい、子ども会議委員に講話していただき、市長の思
　いや考えを聞いた上で、子ども主体で、子どもの独自性を大切に調査研究活動を行い、市長
　提言を実施していく。

・　市民としての資質向上のために、市民協働・市民参画・市民共存を基礎に積極的に行政に
　関わる要路する力を身に着けさせ、将来の主体的住民参加の土壌形成につなげていく。

主な施策 　子ども会議の実施

内　　容

・　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6月から12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12月に行なう。

・　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。
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担当課等 学校教育課

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　小学4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。
　
・　楽しい学校づくり支援事業

　　【各小学校独自事業】
　八幡小学校
 　　・運動大好きスポーツ教室充実事業   ・生き生き健康食育推進事業　 ・セカンドステップ
　くすのき小学校
　　 ・スポーツ選手活用体力向上事業（陸上教室）
　さくら小学校
　　 ・心に響くことばの力体験事業
　橋本小学校
　　 ・すご技にチャレンジ（なわとび、ジャグリング）   ・日本・世界のニュースを読もう
　有都小学校
　　 ・成長と収穫を喜ぶワクワク食育・栽培活動事業    ・“ほんまもん”触れ合い事業
　中央小学校
　　 ・中央小・立命館大学連携プロジェクト（外国語活動）  ・児童の心動かす芸＆芸術鑑賞・
　　　体験事業  　 ・ 本物の「技」にふれよう、短縄・ダブルダッチ体験
　南山小学校
　　 ・めざせ縄跳び名人！  ・めざせパフォーマンス名人！  ・めざせダンス名人！
　美濃山小学校
　　 ・教えてもらおう、スポーツ選手から     ・未来へのステップ「美濃山小ロボット教室」

・　夢の教室
　　　市内8小学校、全21回実施。
・　農業体験
　　　くすのき小学校、さくら小学校、南山小学校第3学年で実施。ジャガイモ、サツマイモ、大
　　根の植え付け及び収穫。
　　  南山小学校のプール横（南東）に学童農園を整備。

　【文科省・京都府等活用事業】
　　・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
　　　　　1～2月 くすのき小
　　　　・巡回公演事業
　　　　　9月17日 さくら小（管弦楽）　10月31日 八幡小（演劇）
　　　　・芸術家派遣事業　9月～1月　美濃山小、くすのき小(金管五重奏）
　　　　・京都府「次世代文化継承・発展事業」
　　　　9月～11月 美濃山小（音楽物語）
　　　  9月～11月 有都小　（打楽器）
       12月～ 1月 南山小　（ダンス）
　　　　2月 　　　橋本小　（ピンホールカメラ）

２５年度実績

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。

・　楽しい学校づくり支援事業（小学校）
　　　各校の「楽しい学校」づくり及び「こころ」と「からだ」をはぐくむ教育活動に対して支援を行
　　い、豊かな心としなやかな身体をもった児童生徒の育成を図ることを目的とした事業。

・　夢の教室
　　　小学校5年生を対象として、現役のＪリーグ、なでしこリーグの選手やＯＢ、ＯＧ、他種目の
　　選手などが「夢先生」として、自らの体験を基に「夢を持つことの大切さ」「仲間と協力する大
　　切さ」等を講義と実技を通じて子どもたちに伝えることを目的とした特別授業を実施する。
　　（日本サッカー協会委託事業）

・　農業体験
　　　くすのき小学校、さくら小学校、南山小学校では周囲に田畑が少ないことから日常生活に
　　おいて「農」を感じることが少ない。八幡農業ボランティアの会の協力のもと、農作物の植え
　　付けや収穫の体験を行う。
　　　また、南山小学校では学校敷地内に学童農園を整備し年間を通して栽培活動に取り組
　　む。「農」のある暮らしづくり推進対策事業（農水省事業）
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・「KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業」や「夢の教室」などが開始されるなど、
　体験活動に関する施策が進展している点は評価できる。
・　学校近辺に耕作地のない地域の児童も農家の協力による田畑の活用、市のバス
　利用などにより農業体験ができるように工夫することが望まれる。

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。

・　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。
      国や府の事業を活用し、より質の高い体験活動が実施できた。学校ではなく、学校教育
　　課で事務作業を担当したため、学校の事務軽減につながった。

・　夢の教室
　　　夢先生の授業を通じて、仲間の大切さや失敗しても諦めない気持ちの大切さ等を学んだ。

・　農業体験
　　　農作物を自ら栽培することの楽しさや喜びを実感でき、また、収穫物を食すことで食育に
　　つなげることができた。

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　職場体験ができる事業所が限定される状況にあり、生徒の興味・関心や社会の変化に
　　沿った企業や機関での体験を検討する必要がある。
　　　事前・事後の指導も含めて、より効果的な体験学習となるような指導計画を充実させる
　　必要がある。

・　楽しい学校づくり支援事業
　　　各学校の企画力や事業開発力を育成する必要がある。
　　　より充実した体験活動にするため、特に継続した取組を評価していく状況にある。
　　　各校の実施したい体験活動の希望や要望を把握し、国や府の事業とのマッチングを
　　含めて、事業の推進体制を強化する必要がある。

・　農業体験
    　３校（くすのき小、さくら小、南山小）の他にも近隣に田畑の少ない学校があるが、ボラン
　　ティアの畑の規模の関係で実施できない学校がある。

・　ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業
　　　地域社会における豊かな体験活動を通して、一人ひとりの児童生徒に豊かな人間性や
　　社会性を育成するとともに、児童生徒が望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や
　　技能を身に付けるなどのキャリア教育を推進することにより、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ことを目標とする。

・　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。

・　農業体験
　　　南山小学校の学童農園を本格的に稼働させ、計画的に栽培活動に取り組む。
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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

担当課等 学校教育課

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　「二宮忠八」の縁でつながる両市ならではの交流の取組であり、中学生交流を通じ
　て、郷土愛を育む一つの機会となったことは評価できる。
・　今後も文化交流、体験交流を通じて、互いの町のよさを学ぶ交流が深められること
  を期待する。

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。

・　中学校昼食サポート制度
　　　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。

・　中学校給食検討
　　　中学校給食検討委員会の設置・開催により、中学校給食のあり方を協議し検討する。

・　教職員研修
　　　学校給食調理員・栄養教諭研修の実施。

２５年度実績

八幡浜市の中学生が八幡市を訪問し、本市の中学生との交流活動を実施した。
　事業実施日　平成25年12月26日（木）～27日（金）
　参　加　者　八幡浜市中学生23名、八幡市中学生21名
　内　　　容　・松花堂庭園散策とお茶席体験
　　　　　　　・カラス型飛行器模型作り
　　　　　　　・男山団地見学
　　　　　　　・飛行神社・石清水八幡宮見学

成果・課題
及び

今後の目標

・　両市の中学生がお互いの市を紹介し、二宮忠八翁の縁でつながる歴史について学ぶこと
  ができた。
・　お茶席やものづくり体験活動で交流を深めることができた。

・　１泊２日という行程で、八幡浜市からの移動に時間を要したため、交流する時間があまりと
　れなかった。

・　平成26年度は、八幡市の中学生が２泊３日の予定で八幡浜市を訪問し、交流活動を行う。
・　交流活動を通して、両市の歴史・文化・産業に触れるとともに、地域学習や郷土学習に活用
　させる。

主な施策 　八幡浜市との中学生交流

内　　容
・　二宮忠八翁の縁でつながる愛媛県八幡浜市と八幡市の中学生が、双方の市を訪問
　し、体験活動を通じて交流を行うことで、郷土に対する誇りと魅力を再認識し豊か
　な人性や社会性を育む。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地元産の旬の食材を積極的に活用し、食育を意識したバラエティ豊かな給食を継
　続的に提供できている点は大いに評価できる。
・　中学校給食へ向けた方針を早期に決定されることが望まれる。

２５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、旬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。

・　中学校昼食サポート制度
　　　市内全中学校で昼食サポート制度を実施し、1日平均約８個の利用があった。
　
・　中学校給食検討
　　　中学校給食検討委員会を設置し、会議を５回、視察を２回実施し、報告書を作成した。
　　会議では、子どもたちの食の現状や、家庭弁当と中学校給食の意義や課題などについて
　　討議を行った。視察は、京都市（平成25年8月29日）と高槻市（平成25年10月16日）で実施
　　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。

・　中学校昼食サポート制度
　　　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。
　
・　中学校給食検討
　　　中学校給食のあり方について検討を行い、検討委員会としては、あくまでも食の基本は
　　「家庭」であることを前提としながら、現在市内小学校で実施している安心・安全でおいし
　　い学校給食と同様の給食を、最も効率的・効果的な方法で中学校でも実施することを望む
　　との考えがまとめられた。

・　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
　　　食を通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。
　
・　中学校給食検討
　　　本市における中学校給食の方針を決定する必要がある。

・　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。
・　中学校給食の方針を決定する。
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担当課等 教育総務課

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

担当課等 学校教育課

２５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４回
   　 八幡市通学路安全対策連絡会(市長部局）に参加。

・　施設の安全対策
      地震等災害発生時を想定した避難訓練の実施。
      学校災害マニュアルの改訂。
　　  学校安全点検表(敷地建物の外部内部の点検）の作成。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　一昨年度に施設耐震化率を100％とした後も、各小中学校の非構造部材の耐震化
　工事を実施するなど、着実な施策の進展が見られる。
・　非構造部材も含め、すべての学校における安全・安心でかつ快適な教育環境の実
　現に向けて、着実に改修工事を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。

・　施設の安全対策
　　　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。

２５年度実績

・　小・中学校整備
　　 　中央小・南山小・男山二中・男山三中・男山東中の非構造部材耐震化工事を実施。
　　男山第三中学校中・北棟及び屋内運動場の老朽改修工事を実施。
　　男山東中学校屋内運動場の老朽改修工事を実施。
　　小学校普通教室等の空調設計業務を実施。

成果・課題
及び

今後の目標

・　小・中学校整備
　　　中央小・南山小・男山二中・男山三中・男山東中において、非構造部材の耐震化が図
　　れた。

・　小・中学校整備
　　　平成22年度で耐震補強工事が完了し、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、非構造部材の耐震化工事及び教育環境改善のための空調設備整備工事
    等が必要となるが、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
　　　非構造部材の耐震化及び老朽化の対策が必要な施設について、財源確保に努めなが
     ら改造について検討し ていく。

主な施策 　教育環境の改善

内　　容
・　小・中学校整備
　　学校施設の老朽化対策、非構造部材の耐震化及び普通教室空調設備整備等の教育
   環境の改善を行う。

21



成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

担当課等 教育支援センター

成果

２５年度実績

・　教育相談活動
　　　来所・訪宅・電話相談 　2,044回

・　教育支援教室(さつき)開設
　　　通室児童生徒数33人（小学生13人・中学生20人）のうち、完全復帰14人、
　　　部分復帰8人

・　F-0プロジェクト
　　　不登校児童・生徒数調査（月1回）、担当指導主事の不登校に係る状況聴き取り。

・　教育相談室では、カウンセラーを必要とする相談者件数が前年度に比べて増加したが、
　　児童・生徒・保護者への粘り強い相談活動を続けるとともに、学校や関係機関との連携を
　　きめ細かくとることで、相談者50名に自分を大切にする 気持ちが育ち、課題解決に向かう
　　力となった。

・　教育支援教室において、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。

・　関係機関の連携強化、各学校における相談活動、別室登校等の取組により、不登校出現
　　率(0.36%)が小学校において一定の抑制ができた。(小学校の目標値0.3%）

成果・課題
及び

今後の目標

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　「避難所開所マニュアル」の作成により災害時にスムーズに対応できる体制が
　 整った点は評価できる。
・　交通安全や防犯に関しては、全国的な事件・事故等の事例を教訓とし、市の防災担
　当部署と連携することで、引き続き対策の強化に取り組んでいく必要がある。

主な施策 　不登校対策

内　　容

・　教育相談室開設
　　　教育支援センターで不登校等児童・生徒に関わる教育相談活動を行う。
　　　　◇来所･電話相談　　◇訪宅相談　　◇教員に対する教育相談

・　教育支援教室（さつき）開設
　　　教育支援センターにおいて不登校児童・生徒の学校復帰に向け、小集団での指導、個
     別指導による、学習支援、体験活動等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。
　　　「不登校対応マニュアル」の趣旨をいかして、教育支援センターが核となり、関係機関と
     の連携を図りながら、学校への支援を強化する。

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。
      市全体での取組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。

・　施設の安全対策
　　 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災害マニュアルの改
    訂を行った。（特別警報発令時の措置を追加）
　　 避難所開所マニュアルの作成。

・　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。
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課題

今後の
目　標

評価

Ａ

担当課等 教育総務課他

成果

課題

今後の
目　標

評価

Ｂ

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ホームページ上において各課から情報発信できたことは評価できる。
・　「くすのき」以外に「広報やわた」やホームページを活用し、市民に分かりやすく情報
　を発信していくことが望まれる。

２５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
　て全園児・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。
・　ホームページによる各課からの情報発信。

成果・課題
及び

今後の目標

・　広報紙「くすのき」配付と教育委員会各課からのホームページ作成によるタイムリーな情報
　発信によって、より広く教育行政情報を提供することができ、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
　教育委員会各課からタイムリーな情報掲載を行っているが、各課で提供するシステムになっ
　ているため、情報発信量にばらつきがある。

・　市民に対して、より的確でわかりやすい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」やホームページ上の情報質・量を高め、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

・　教育支援教室において完全復帰者が増加するなど、成果が上がっている点は評
　価できる。
・　不登校の未然防止、早期対応の在り方について、小中の教職員の研修を重ねるこ
　とが望まれる。

主な施策 　教育情報紙「くすのき」等を活用した情報の発信

内　　容
・　教育委員会広報紙「くすのき」等の発信
　　  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。

・　教育相談活動
　　　カウンセラーにつなぐケースが増加し、不登校・登校しぶりに関する相談の背景も含め、
　　不安や緊張を抱えやすい児童・生徒だけでなく、発達に関する相談が増加している。

・　不登校対策
　　　学校と関係機関の連携を強化して、不登校児童生徒の個別の課題を踏まえた指導の方
    向を構築する。不登校児童生徒のなかに関係機関とつなぐことが困難なケースもあるので、
    教育支援センターの教育相談、教育支援教室の積極的な活用を図る。

・　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組により、不登校の減
  少を図り、不登校児童・生徒の進路を保障する。

・　不登校児童・生徒の個別の課題を踏まえて継続した取組を行い、検証、評価していく。

成果・課題
及び

今後の目標
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

成果・課題
及び

今後の目標

・　青少年育成補導委員会が取り組む活動への参加者が増加し、地域や年齢の枠を超えた子
　どもの健全育成が図れた。

・　成人式は、新成人による実行委員が主体となり開催し、円滑に進行することができた。

・　青少年の主張大会については、学校を通じて参加を呼びかけるとともに、当日の様子を映
　像収録し、各学校で活用できるようにしたことで、同世代の意識の啓発が図れた。

・　合唱団員勧誘のため、広報・チラシ等でのＰＲにより、昨年度に比べ5人増加した。

・　子どもの数の減少に加え、子ども会に加入していない子どもも増えている。
・　合唱団については、活動の場が制限されている。

・　地域及び家庭・学校・各種団体との連携強化を図ることにより、子ども会に加入していない
　子ども達も含め青少年の健全育成に取り組む。
　
・　チラシ、ポスターおよびホームページにより合唱団の活動内容を広報し、引き続き団員の確
　保に努めるとともに、活動の場を拡大し、他市町村との交流を図る。

主な施策 　青少年の健全育成支援

内　　容

・　青少年育成補導委員会活動助成。
　　　青少年の非行防止や健全育成に取り組む青少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、子どもの健全育成と地域の連帯意識の啓発を
　　図るため、子ども会活動に助成する。
　
・　青少年の主張大会開催
　　　青少年の代表が学校や家庭、地域における生活の中で思っていることや感じていること
　　を自分の言葉としてまとめ、発表することにより、同世代の意識の啓発を図るとともに、青
　　少年に対する市民の理解と関心を深め、青少年の健全育成を進める。
　
・　少年少女合唱団育成
　　　音楽を通じて情操豊かな児童を育成するため、少年少女合唱団活動を推進する。

２５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553人（内小学生　338人）

・　成人式開催
　　　参加者  467人　　対象者　629人　(参加率　74.2％)

・　子ども会活動助成
　　　27子ども会　　会員　3,412人

・　青少年の主張大会開催
　　　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）
　
・　少年少女合唱団育成
　　　団員26人（中学生　6人　小学生　20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

（５）　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。
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評価

B

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 　地域社会との連携

内　　容

・　ふれあい交流事業
　　  障がい児が幅広い世代の地域住民やボランティアと交流しながら、文化・スポーツ体験
　　ができるよう様々な交流事業を実施する。また、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。

・　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、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。

成果・課題
及び

今後の目標

・　ふれあい体験学習については、長期休みに集中して実施したことで、より多くの生徒に子
　育てについて学ぶ機会を提供することができた。

・　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。

・　ふれあい体験学習への中学生の参加がない。

・　ふれあい体験学習について、子育て支援センターや京都八幡高校と連携をとり、学習の内
　容に多様性を持たせ、中学生も参加できるよう努める。
　
・　地域ぐるみの子育てを支援するため、引き続き幼稚園や小学校、中学校と合同で行う講座
　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開催回数および参加者数が減少し、子育て講座でも参加
　者数が減少している。
・　今後は、より多くの市内中学・高校生の参加が得られるよう、内容、開催時期等を
　考慮に入れた施策の実施が望まれる。

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。

２５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
　　　9回開催　参加者　高校生　延　19人

・　子育て講座への助成
　　　6幼稚園、2小学校、で5回開催（幼小合同開催含む）　参加者 延　630人

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ほとんどの企画について昨年度より参加者・参加率が増加するなど、施策が着実
　に市に根付いてきている点は評価できる。
・　合唱団の魅力を広く市民に発信しつつ、他市町村とも交流を図ることが望まれる。
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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

・　ふれあい交流事業では、事業内容や開催方法を工夫し、地域住民やボランティアの協力を
　得ることで、参加人数を増やすことができた。

・　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、それぞれ地域の特色を生かした事業、活動を展開
　　できた。また、学校関係者及びコーディネーターの情報交換の場として運営委員会を開催
　　したことで各校区の連携を深めることができた。
　
・　　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。

・　ふれあい交流事業
　　 年７回、体験活動による地域等との交流を行ったが、内容により参加者にバラつきがある。

・　学校支援地域本部事業
　　　若い世代へのボランティアの拡充を図っているが、現状、ボランティアの増加には至って
　　いない。

・　ふれあい交流事業への継続した参加を促し、引き続き地域住民やボランティアとの交流が
　深められるよう努める。

・　学校を支援するため、幅広い年代のボランティアを確保し、活動の充実を図ることにより、学
  校と地域との一層の連携を図る。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地域ふれあい交流事業については、参加者が増加するなど、着実に活動が進展し
　ている点は評価できる。
・　例年課題になっている若い世代のボランティアの参加促進のために、広報等につ
　いて工夫をしていくことが必要である。

２５年度実績

・　ふれあい交流事業　　計8回　参加者　延309名　（内障がい者64名）

・　学校支援地域本部事業
　　　男山中学校校区
　　　　　夜間換気設備設置（八幡幼他）、登下校安全指導、「絆フェスタ」の開催
　　　男山第二中学校校区
　　　　　環境整備、登下校安全指導、学習支援、「ふれあいフェスティバル」の開催
　　　男山第三中学校校区
　　　　　環境整備、学習支援
　　　男山東中学校校区学校支援地域本部
　　　　　登下校安全指導、学習支援

・　子どもまつり助成　8ＰＴＡで実施。
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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

・  生涯学習センター・公民館
　　　 施設全体の老朽化対策としての大規模改修や誰もが利用しやすいバリアフリー化を進
　　めるとともに備品等、特に空調や印刷機器類を整備し、市民の社会教育活動の拠点として
　　の、環境整備に努める。

・  市民交流センター
　　　耐震診断の結果を踏まえ、今後の施設整備等について検討する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　生涯学習センター・公民館共に、利用件数が増加するなど、学習や交流の場として
　大きく寄与できた点は評価できる。
・　施設の老朽化及び耐震化に加え、エレベーターの設置などバリアフリー化を計画
　的にすすめ、幅広い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。

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。

・　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。

・　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。

２５年度実績

・　生涯学習センターの管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　2,335件
　　　学習情報の提供　　パンフレット等約900種類
　　　印刷機器の利用　　サークルや自治会等が、学習資料及び総会資料等の印刷に活用し
                                    ている。

・　公民館の管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　10,221件
　　　登録サークル　　　　238サークル

・　市民交流センター管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数  2,199区分(3区分/1日）

成果・課題
及び

今後の目標

・　生涯学習センター・公民館等
　　　サークル活動等の利用と主催事業を合わせ、7施設で176,617人の市民に利用
    いただき、 学習や交流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区分を越える利用があり、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。

・　公民館等
　　　 施設の老朽化対策として引き続き大規模改修とバリアフリー化に向けてエレベーターの
　　 設置等を進めていく必要がある。併せて備品類を充実し、市民活動の一層の促進を図る
　　 必要がある。

・　市民交流センター
　　　施設の老朽化及び耐震。

（６）　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。

主な施策 　施設の管理運営
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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

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　文化や教養講座から現代社会にフィットした講座まで、市民のニーズに合う講座開
  設により、多くの参加者が得られた点は大いに評価できる。
・　「生涯学習フェスティバル」は昨年度より若干参加者が減少している。開催時期や
　企画内容を見直し、より魅力あるイベントとして改善していくことが期待される。

内　　容

・　生涯学習各種講座等開設
　　　成年・青少年・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登録した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を発行し、情報提供に努める。

２５年度実績

・　生涯学習講座の開設
　　　講座開設　50回、参加者 延4,463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、子どもお楽しみ劇場、市民医学講座、京の伝
        統芸能へのいざない事業、男山考古録を読む講座、シネマシアター、ボランティア会事
        業等

・　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（わくわくステージ）、ワークショップ、うまいもん店、フリーマーケット開催、
    　作品等展示、講演会等

・　生涯学習人材バンクの紹介
　　　市ホームページで、個人84人・団体2組が登録、紹介。

・　生涯学習センターだより　年6回発行

成果・課題
及び

今後の目標

・　各種講座の開設を40回から50回増やしたことにより、講座等の主催事業は、延べ7,000人
　を超える多くの参加があり、市民の学習活動支援に寄与することができた。

・　生涯学習開講式やフェスティバルにおいて、毎年著名な方の講演会の開催や市民による
　日ごろの学習の成果を発表する場を提供したことで、学習意欲の向上が図れた。

・　従来の受講者層に加えて若年層の参加が増える新たな講座の検討やオープンで年齢
  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
　の的確なＰＲ方法の検討が必要である。

・　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。

主な施策 　生涯学習の推進
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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

２５年度実績
・　志水公民館の改修工事実施。（エレベーター設置、老朽改修、太陽光発電設置等工事）

・　山柴公民館の改修に向けた実施設計を行う。

成果・課題
及び

今後の目標

・　市内の公民館等6館の内３館までエレベーターが設置でき安全と利便性の向上が図れた。

・　老朽化に伴う改修を行うとともにバリアフリーのためのエレベーターの設置を順次進めてい
  くが、今後多額の費用が必要となり財源の確保を図る必要がある。

・　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、２階以上のある
　　公民館全てに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

・　公民館の改修により公民館講座の講座数、参加者数共に減少しているが、健康関
　連のテーマや市民にとって魅力あるテーマの講座開設により、１イベントあたりの参
　加者は増加 しており、施策が着実に市に根付いてきている点は評価できる。
・　青年層等を対象とした講座の創出に努めるとともに、託児所の同時開設など、幅広
　い市民の学習活動の充実を図ることが望まれる。

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。

２５年度実績

・　公民館講座の開設
　　　講座等開設　114回、参加者 延2,535人
　　　　健康教室、ベランダ菜園教室、水辺の生き物教室、親子クッキング教室、医療講座、
        英語教室、親子茶道教室、親子電気教室、子ども卓球教室、健康教室等

・　サークルフェスティバル等の開催
　　　公民館で活動をしているサークルや団体等の成果の発表の場、交流の場としてサークル
    フェスティバルを開催。

成果・課題
及び

今後の目標

・　一部の公民館が改修で休館したことにより、講座回数や参加人数は減少したものの、6施
  設合わせて、 69講座、114回開催し、2,535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。（1回あたりの参加者数は前回20．4人から今回 22．2人に増えた。）

・　市民に関心の高い『健康』『環境』『親子の絆』をテーマとした講座を積極的に開催したこと
  で、地域の課題にも取り組むことができた。

・　公民館講座については、地域の課題をはじめ、多様な講座を開催し一定の成果はあったも
  のの、参加者層が限られており青年層等幅広い参加を得るために、講座内容や開催時間な
  ども含め今後検討する必要がある。

・　青年層等幅広い参加者を得るために新たな講座の創出等市民ニーズに対応した公民館講
  座を積極的に取り入れ、市民の学習活動の充実を図る。

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、各サークルや団体活動を支援する。
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評価

Ａ

担当課等 市民図書館

成果

課題

今後の
目　標

評価

B

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　就労支援・家庭教育コーナーの設置、移動図書館の巡回場所の増設など市民の
　ニーズに合った工夫が行えたことは評価できる。
・　入館者・貸出図書冊数の増加につながるような改善を引き続き行うとともに、読書
　形態の変化に合わせた環境整備が望まれる。

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。

２５年度実績

・　市民1人当たり貸出冊数8.22冊
・　美濃山地区の移動図書館利用の増加に伴い巡回場所を増設した。
・  八幡市の観光・公共施設・催事のパンフレットを積極的に収集し、市民・観光者に提供する
  情報コーナー「やわたのあれこれ」を設置した。
・　八幡市民図書館成人図書室に、就労を考えている人にむけた「就労支援コーナー」・小学
  校入学から大学入学までの「家庭教育コーナー」を設置した。
・　八幡市民図書館の耐震診断を実施した。

成果・課題
及び

今後の目標

・　移動図書館巡回場所の増設で利用者の利便性が図れた。
　　 移動図書館での総貸出冊数　23年度：10,003冊、24年度：10,859冊、25年度：11,867冊
・　市民・観光者に「八幡市」を知ってもらう機会となった。
・　各支援コーナーは、コーナー利用目的の利用者からの問合せや相談が増えた。また、コー
  ナーの存在を人づてに聞いて、初めて来館したという利用者が増えた。
・　耐震診断の結果を基に、大規模改修工事計画が進んだ。

・　市民生活支援のための図書館資料提供機能の充実。
・　「やわたのあれこれ」のコーナー運営に際し、他部課と連携し、さらに内容の充実を図るの
  はもとより、図書館の郷土資料コーナーの新たな展開を検討することが必要。

・　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。
・　既存の図書館運営に縛られることなく、さらに多角的な発想での展開を模索する。
・　職員育成のために館内外の研修会等が必要である。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　老朽化に伴う改修、耐震化、バリアフリー化が計画的に実施できている点は評価
　できる。
・　すべての公民館へのエレベーター設置など、多様な世代の市民にとって、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。

主な施策 　図書館の充実
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

成果・課題
及び

今後の目標

・　スポーツ教室等を実施することにより市民の健康保持や増進に寄与できた。
　　また、広く市民にスポーツへの参加機会を提供することができた。

・　24年度に購入したノルディックウォーキングのポールを活用し、新たにノルディックウォーキ
  ング教室を開催した。

・  各種スポーツ教室等について、一定参加者は確保出来たが、より幅広い年代への参加を
  促す為に、一層の広報活動や事業の工夫が必要である。

・　各種スポーツ教室の参加者層拡大のため、広報等の更なる充実を図る。

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、少年スポーツ教室、市民ふれあいウォーキングなどの各種教室等を開催する。
　
・　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

・　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。

・　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。

２５年度実績

・　スポーツ教室等開催
　　　少年スポーツ教室　（全15回）
　　　　延べ人数　　5教室合計　1,520人
　　　　陸上　340人、サッカー　569人、レスリング　46人、バスケット　427人、
　　　　バレーボール　138人
　　　八幡市民マラソン大会　　　1,546人参加　（申込　1,712人）
　　　ファミリースキー＆スノボーツアー　　　41人参加
　　　フィッシングスクール　　　34人参加
　　　市民ふれあいウォーキング（全２回）　 84人参加
　　　ノルディックウォーキング教室　　27人参加

・　市民総合体育大会 　22競技　3,816人参加

・　府民総合体育大会市町村対抗競技参加者助成
　　　　競技　15種目・総合13位　　183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）15人　（団体）1団体
                                     ジュニア賞    （個人） 8人

（７）　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。
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評価

Ａ

担当課等 社会教育課

成果

課題

・　学校体育施設の開放
　　　市民に幅広くスポーツ活動の場を提供することが出来た。

・　スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導
　　 派遣事業により、市民へ体を動かすことの楽しさを伝えることができた。
　　 また、スポーツ推進委員が研修会等に参加することにより、新たなスポーツ教室開催など
   指導力の向上が図れた。
　
・　ニュースポーツ用具の貸出
　　　ＰＴＡや子ども会等への貸出件数が昨年度に比べ20件増加し、ニュースポーツの普及に
    努めることができた。

・　学校体育施設の開放
　　　スポーツクラブ登録団体の増加により、施設の利用可能枠が減少し、新規クラブ登録が
     難しい状況にある。
　　　また、旧学校体育施設の活用方法について検討が必要である。
　
・　スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導
　　　スポーツ推進委員の企画や指導だけでなく、スポーツを通してのコミュニケーション能力の
　  向上を目指し、より多くの市民がスポーツに参加できるよう活動を展開する必要がある。
　
・　ニュースポーツ用具の貸出
　　　用具による貸出件数のばらつきがある。

成果・課題
及び

今後の目標

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。

２５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　170団体
　　　延べ利用件数　　体育館 10,313件　格技場 990件　グラウンド 2,977件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計  14,280件

・　スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導
　　　　定例会　　　　10回実施
　　　　研修会等　　 7回参加
　　　　　　　京都府スポーツ推進委員研究大会、近畿スポーツ推進委員研究協議会等
　　　　派遣事業　　12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、福祉関係団体等　合計　84件

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ノルディックウォーキングポールを活用するなど、時代の流れに合わせた教室が開
  催できたことは評価できる。
・　スポーツ教室では、スポーツ毎に参加者の増減が見られる。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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今後の
目　標

評価

Ａ

・　スポーツクラブ登録団体の増加に伴い、利用区分や利用時間の見直しを検討するとともに、
  旧学校体育施設については、公共施設有効活用検討基本計画を踏まえ、活用方法を検討
  する。

・　スポーツ推進委員個々の指導力の差をなくすため、研修会等に積極的に参加する。

・　貸出件数の少ない用具の積極的なＰＲに努める。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　施設や用具の利用者数が増加するなど、概ね良好に実施されている。
・　旧学校体育施設の老朽化に伴い、利用方法や運営方法の検討が必要である。

成果・課題
及び

今後目標
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

２５年度実績

・　（公財）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2013　平成25年12月21日開催　入場者数 597人
　　[松花堂庭園・美術館]
　　　第25回松花堂つばき展　平成25年4月5日～7日開催　入場者数 1,300人

・　文化協会活動助成　10連盟　28部会　125サークル　2,623人

・　第41回八幡市民文化祭　　　舞台発表43団体（769人）、展示 513点（428人）

・　八幡市文化賞表彰　　ジュニア賞（団体）  2団体 　 （個人） 　3人

・　佐藤康光杯争奪将棋大会　　　参加者数　228人

・　　（公財）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。

・　 年々多様化する市民のニーズに沿った事業を展開することにより、市民文化の向上、発展
　 に繋げて行く必要がある。

・　佐藤康光杯争奪将棋大会では、228人の参加者があったが、今年度も八幡市在住者は
　26人で、中学生以下に限ると9人と少なく、市内在住者の参加増に向けた方策が必要であ
  る。

・　文化団体等との連携を強化し、魅力のある事業の企画・運営を行い、市民及び子どもたち
　に文化の輪を広げる。

・　文化振興における裾野を広げる為にも、市内の小中学生が多く参加できるよう、引き続き
  募集方法の検討も含めて、ＰＲに努める。

成果・課題
及び

今後の目標

（８）　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。

主な施策 　文化芸術活動の推進

内　　容

・　（公財）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、（公財）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九段の偉業を讃え、何事も努力すれば頂点に立つことができるこ
    とを学び、あわせて青少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。
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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

担当課等 文化財保護課

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、マスメディア、インターネット等を活用することによって、市内外へのさら
　なる周知が望まれる。

主な施策 　文化財保護の推進

内　　容

・　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。
　
・　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､特に貴重なものは文化財指定をめざす。

・　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。

・　史跡の保全
　　　国指定史跡について適切な保全を図るほか、国補助を得て保存整備を行う。

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

２５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、少子高齢化にもかかわらず、伝統文化の保存と地区
  行事の継承に取組がなされた。

・　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

・　多様な企画が実施され、多くの市民が参加している。概ね良好に実施されている。
・　イベントによって、昨年度からの参加者の増減がある。年代別の参加者数などを把
　握し、市民のニーズ・興味の変化に則した企画・広報の拡充が望まれる。

主な事業 　伝統文化の保存継承

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。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

Ａ

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　文化財保護、史跡保全に向けた取組が着実に行われるとともに文化財講座、出前
　講座、遺跡現地説明会に多くの市民の参加を得た点は大いに評価できる。
　　また、優れた歴史資料や遺跡発掘物の展示公開の場を設定することが、市民の
　郷土愛や歴史、文化への関心を高めることに結びつくと考えられる。
・　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。

２５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

・　文化財講座
　　　出前講座参加者延 360人

・　美工・古文書調査
　　　善法律寺墓石調査・豊蔵坊墓石調査・内里西方寺仏像調査・安田家蔵調査・
　　　巣林庵墓所調査・上津屋石田神社調査・山田家文書調査・西村家文書調査

・　国庫補助・発掘調査
　　　橋本陣屋跡試掘確認調査・今里遺跡試掘確認調査・幸水遺跡試掘確認調査
　　　木津川河床遺跡試掘確認調査・馬場遺跡範囲確認調査
　　　石清水八幡宮石垣図作成
　　　『25年度国庫補助事業発掘調査報告（第60集）』刊行
　　　出垣内遺跡試掘確認調査・出垣内遺跡発掘調査　同遺跡関係者説明会　参加者30人
　　　幸水遺跡発掘調査実施
　　　『幸水遺跡発掘調査報告書（第61集）』刊行
　　　今里遺跡発掘調査実施　同遺跡現地説明会　参加者95人

・　史跡の保全
　　　松花堂整備工事実施設計・監理、松花堂改修工事実施
　　　八角堂災害復旧工事実施設計・監理、八角堂災害復旧工事
　　　『史跡石清水八幡宮境内史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備事業報告書-
　　　八角堂崖面災害復旧-』刊行

・　郷土史会助成
　　　機関誌・情報紙発行、歴史講座、文化財見学会

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。

・　文化財講座
　　　出前講座では、本市の歴史について多くの方々に興味を持っていただいた。
　
・　美工・古文書調査
　　　調査により市内社寺・個人宅に貴重な歴史資料が所蔵されていることが判明した。

・　遺跡調査
　　　補助事業による試掘など開発計画に対応した調査を推進した。発掘調査の実施
　　や報告書刊行などで、新たな八幡の歴史が明らかになった。

・　史跡の保全
　　　松花堂整備事業で史跡を保護することができた。
　　　史跡石清水八幡宮境内の災害復旧は国庫補助を得て3カ年計画の復旧を進めている。

　　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図る。

・　石清水八幡宮本殿の国宝指定の支援。松花堂庭園の名勝指定。
・　市民への有形文化財、考古資料等の公開機会の推進。

36



担当課等 社会教育課・文化財保護課

成果

課題

２５年度実績

・　文化センター
　　　空調設備等の改修工事の実施に伴い休館期間があった為、施設の総利用件数は3,235
    件で対前年度比約15.5％の減少、総利用者数は157,549人で対前年度比約14.4％の減少
    となった。

・　松花堂庭園・美術館
　　　施設の総利用件数は793件で対前年度比約0.4％の増加、総利用者数は25,727
    人で対前年度比約6.9％の減少となった。

・　ふるさと学習館
　　　ふるさと学習館の来館者数は1,478人。
　　　体験学習として「古代のアクセサリー勾玉をつくろう！」（参加者16人）、「草木染め－ 季
    節の色合いをハンカチに－」（参加者14人）、「カラス型紙ひこうきをつくろう！」
　　　（参加者16人）に取り組んだ。また、ふるさと学習館ボランティアを募集し、7人養成した。

・　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、文化の振興に寄与できた。
　　　　また、大ホール・小ホール及び諸室の空調設備の改修、大ホールの天井耐震化などの
　　　 大規模な施設改修を実施することができた。
　

・　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できた。
　
・　ふるさと学習館
　　　　体験学習では、八幡の歴史、先人の知恵を学びながら、市内出土の勾玉をモデルにし
       て参加者自ら実際に勾玉を作成したり、当館で育てた藍を使用したハンカチ染色、
　　　  二宮忠八ゆかりのカラス型飛行器を模したカラス型紙ひこうきの作成から飛行実験まで
　　  行い、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、空調設備の改修工事による一時閉館したため利用件数・利用者数の増減に
　　ついて正確な分析は難しいが、依然として増加傾向にはないと判断しており、今後も利用
　　者の増加を見込める事業・イベント等の企画、運営が検討課題である。
　
・　松花堂庭園・美術館
　  　松花堂庭園内の各施設の老朽化に伴い、計画的な補修及び改修が必要である。
　　また、美術館別館においては、耐震診断を行い、今後の活用方法の検討が必要である。

・　ふるさと学習館
　　　ふるさとの文化財にスポットをあて、郷土愛を育てる取組をさらに進める。
　　　体験学習の充実。

成果・課題
及び

今後の目標

主な施策 　文化振興施設の管理運営

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。
 　 　体験学習（勾玉作り・草木染め・カラス型紙ひこうき）を実施。また、ふるさと学習館ボラン
　　ティアを募集・養成。
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今後の
目　標

評価

Ｂ

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　「ふるさと学習館」では、本市出土の勾玉をモデルに「勾玉作り」や「カラス型ひこう
   き作り」をするなど、郷土愛を育む「体験的学習」が計画・実施できたことは素晴らし
　い。
・　文化センター、松花堂庭園・美術館は利用件数が若干減少している。両施設がより
　有効に活用されるよう、企画内容、開催時期、広報の在り方等についてさらなる工夫
　が望まれる。

・　八幡市が誇る優れた文化施設を今後も有効活用し続ける為にも、老朽化している箇所の計
   画的な補修及び改修を行う。また、美術館別館においては、耐震診断を行う。

成果・課題
及び

今後目標
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