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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 27 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 27 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    2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 21 条に定める職務について、同法第 25

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 27 年度は

下記の 19件について審議、56件について報告しました。 
 
《 平成 27年度教育委員会議題一覧 》 

 件    名 議決日 

１ 八幡市いじめ防止対策委員会規則(案)について    H27. 4. 1 

２ 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 H27. 4. 1 

３ 八幡市いじめ調査委員会規則(案）について    H27. 5.15 

４ 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 H27. 6.26 

５ 
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 
H27. 7.14 

６ 平成 28年度以降使用中学校教科用図書に係る採択について H27. 8.28 

７ 八幡市図書館協議会委員の委嘱について     H27.11.20 

８ 教育行政に関する相談に関する事務を行う所管の指定について  H28. 1.26 

９ 
八幡市立小学校プール管理運営規則(案)及び八幡市学校プール管理運営施

行細則を廃止する細則(案)について 
H28. 1.26 

１０ 平成 28年度公立幼稚園の定員について     H28. 1.26 

１１ 八幡市教育委員会基本規則の一部を改正する規則(案)について  H28. 2.19 

１２ 
八幡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

(案)について 
H28. 2.19 

１３ 平成 28年度学校教育の方針と目標について    H28. 2.19 

１４ 平成 28年度社会教育の方針と目標について    H28. 2.19 
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 件    名 議決日 

１５ 教職員(管理職)の人事について     H28. 2.26 

１６ 平成 28年度学校教育の方針と目標について H28. 3.22 

１７ 平成 28年度社会教育の方針と目標について H28. 3.22 

１８ 八幡市教育施設防犯カメラ設置及び管理運用要綱(案)の制定について H28. 3.22 

１９ 平成 28年度幼稚園職員の人事異動について H28. 3.22 

 

《 平成 27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 H27. 4. 1 

２ 「平成 27年度学校･社会教育の方針と目標」最終版の配付 H27. 4. 1 

３ 平成 27年度八幡市立各校(園)入学(園)式出席者表の配付 H27. 4. 1 

４ 平成 27年度学校訪問の日程表(案)の配付 H27. 4. 1 

５ 
平成 27 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      
H27. 5.15 

６ 「平成 27年度研究指定校」について     H27. 5.15 

７ 「平成 26年度園長会のまとめ」について     H27. 5.15 

８ 「平成 27年度八幡市教育支援センター事業方針」について H27. 5.15 

９ 「早期からの教育相談・支援体制構築事業」Ｈ25・26年度報告書 H27. 5.15 

１０ 「第 31回綴喜青少年の主張大会の記録」の配付    H27. 5.15 

１１ 平成 27年市議会第 1回臨時会会期日程予定表の配付 H27. 5.15 

１２ 平成 27年市議会第 2回定例会会期日程予定表(案）の配付 H27. 5.15 

１３ 当面の教育部日程表の配付 H27. 5.15 

１４ 第 1回八幡市中学校給食開始準備委員会について H27. 6.26 

１５ 平成 26年度「所報」の配付について     H27. 6.26 

１６ 当面の教育部日程表の配付 H27. 6.26 

１７ 社会教育委員並びに公民館運営審議会委員の正副委員長の選出について H27. 7.14 

１８ 幼・小・中学校における気象警報等の対応の変更について   H27. 7.14 

１９ 八幡就学前施設のあり方庁内検討委員会設置要項について H27. 7.14 

２０ 
平成 26 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 27 年度

事業計画書について 
H27. 7.14 

２１ 平成 27年市議会第 3回定例会会期日程予定表(案）の配付 H27. 7.14 

２２ 
市立各幼稚園、小・中学校平成 27 年度運動会・体育大会出席者（案）につ

いて      
H27. 8.28 
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 件    名 報告日 

２３ 
平成 27 年度(平成 26 年度対象)八幡市教育委員会事務事業点検・評価報告

書について 
H27. 9.15 

２４ 中学校給食の運営方式について H27. 9.15 

２５ 平成 28年度八幡市立幼稚園園児募集要項について H27. 9.15 

２６ 当面の教育部日程表の配付 H27. 9.15 

２７ 
｢市文化賞･スポーツ賞、青少年の主張大会、市民文化祭、音の祭典｣につい

て      
H27.10.20 

２８ ｢八幡市立幼稚園のつどい」について H27.10.20 

２９ 公立幼稚園の園児数について H27.10.20 

３０ 平成 27年市議会第 4回定例会会期日程予定表(案）の配付 H27.10.20 

３１ 保育業務支援システム「キッズビューレポート」の配付   H27.10.20 

３２ 2015八幡市民マラソン大会の申込状況について   H27.11.20 

３３ 「平成 26年度図書館年報」について H27.11.20 

３４ 「くすのき 65号」の配付 H27.11.20 

３５ 市議会第 4回定例会への請願について     H27.12.22 

３６ 市民マラソン大会の参加状況について     H27.12.22 

３７ 平成 28年成人式について H27.12.22 

３８ 平成 27年度子ども会議「市長への提言」について H27.12.22 

３９ 「八幡市子ども条例(案）」の骨子について H27.12.22 

４０ 「親子で絵本事業」について H27.12.22 

４１ 平成 27年市議会第３回定例会会議録の配付 H27.12.22 

４２ ｢平成 28年度学校教育･社会教育の方針と目標」について   H28. 1.26 

４３ 八幡市成人式の参加状況について      H28. 1.26 

４４ 
「石清水八幡宮本社」国宝指定記念事業 記念講演及び秘祭「御神楽」特別

公開について 
H28. 1.26 

４５ 平成 28年八幡市議会第 1回定例会会期日程予定表(案)の配付 H28. 1.26 

４６ 当面の教育部日程表の配付 H28. 1.26 

４７ 市立各校(園)の卒業(園)、入学(園)式の日程（出席者）について  H28. 2.19 

４８ 「第 29回八幡市青少年の主張大会の記録」の配付 H28. 2.19 

４９ 平成 27年八幡市議会第 4回定例会会議録の配付 H28. 2.26 

５０ 教職員の人事について     H28. 3.22 

５１ 平成 28年度教職員人事異動辞令交付式について H28. 3.22 
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 件    名 報告日 

５２ 八幡市学校満足度調査の結果について H28. 3.22 

５３ 「教委連だより」の配付 H28. 3.22 

５４ 「京都府教育振興プラン」（概要版）の配付 H28. 3.22 

５５ 「平成 28年度学校教育の重点」の配付 H28. 3.22 

５６ 「平成 28年度社会教育を推進するために」の配付   H28. 3.22 

 

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(こども

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 27 年度は、全幼稚園(こども園)、全小学校・中学校（計 18 校園）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 



5 
 

《 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(1日) 

･教職員着任式(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､9

日､10日) 

 

5月 

･市民総合体育大会開会式(31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(18 日八

幡市) 

･京都府市町村教育委員会連合会総会及び委員研

修会(25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(20日) 
 

7月 

･市中高サマーブラスコンサート 2015(18日) ・第２回山城教科用図書採択地区協議会(24日

久御山町) 

・綴喜地方教育委員会連合会研修会（30日宇治

田原町） 

8月   

9月 

･市議会第 3回定例会 

･市立中学校体育大会(19日) 

･八幡市公私立「保育園・こども園のつどい」

(27日) 

 

10 月 

･市立小学校･幼稚園運動会(3日､10日) 

･市民文化祭(31日) 

 

･近畿市町村教育委員研修大会(13日京都市) 

･京都府内市町(組合)教育委員会連合会研修会

(13日京都市) 

11 月 

･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 in YAWATA(8日) 

･八幡市立幼稚園のつどい(14日) 

･市立男山東中学校創立 30周年記念式典(26日) 

･市中学生英語スピーチコンテスト(28日) 

･市町村教育委員会研究協議会（12～13日奈良

市） 

12 月 
･市議会第 4回定例会 

･市民マラソン大会(6 日) 
 

1月 
･初春のつどい(10日) 

･市成人式(11日) 
･市町村教育委員研究協議会（15日京都市） 

2月 
･市議会第 1回定例会 

 

･山城地方教育委員会連絡協議会教育委員研修会

(16日京都市) 

3月 

･おやじたちのコンサートパートⅤ(6日) 

･府立八幡支援学校(高等部)卒業式(8日) 

･「石清水八幡宮本社」国宝指定記念行事記念 

講演及び秘祭「御神楽」(12日) 

･市立幼稚園卒園式､小・中学校卒業式(14日､

17日、18日) 

･府立八幡支援学校(小中学部)卒業式(16日) 
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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 27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･課題等を示しています。点検･評価にあたっては、教育に関し学識経

験者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 27 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 
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５ 評価結果 

（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 ①人権教育・啓発の推進 担当課等 社会教育課 

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。 

２７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 674点、中学生 647点、合計 1,321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 5 日(土)開催の八幡人権フェスタ 2015
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 97人。 

・平成 27年 6月 27日（土）文化センター 

  テーマ「子どもの虐待～地域でできること」 

  講 師 下地 久美子さん 

・平成 28年 3月 13日（日）松花堂美術館 

  テーマ「笑いと人権～笑って楽しく人生を」 

  講 師 下橋 邦彦さん 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・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 2015 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。 

課題 
・人権教育学習講座の参加者が少ない。 

・校区部会活動の活性化が必要である。 

今後の 
目 標 

・内容・講師の人選等について工夫することで、より多くの市民が参加でき
るよう努める。 

・市内 8校区部会に対して、活発な取り組みができるよう支援する。 
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評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・学習講座において、子どもの虐待を考える企画が行われるなど、
人権教育啓発の取組が継続的に行われている点は評価できる。 

・より大勢の市民に「人権」について改めて考えて頂くためには、
講師の選定、開催の時期、広報の在り方などについて検討するこ
とが望まれる。 

 

（２）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。 

主な施策 ②小学校英語活動の推進 担当課等 学校教育課 

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。 

２７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、8 小学校を 2 ブロック
に分け、各ブロックに 1名ずつ計 2名配置。 

・ネイティブスピーカーによる授業を 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。延 270日。 

 

 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

  

 

成果 

・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。 

・小学校教員がネイティブスピーカーとともに授業を継続的に行ってきたこ
とにより、小学校教員の外国語活動に対する指導経験を積み重ねることが
できた。 

・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。 

課題 

・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。 

・作成した教材の各校での積極的な活用。 

・中学校との連携と小学校での授業効果の評価。 

・小学校教員の外国語指導力の向上。 

今後の 
目 標 

・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, 
friends!」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。 
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評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・ネイティブスピーカーによる授業開催の日程が、昨年より更に増
えたことは評価できる。 

・中学校との連携の視点から小学校での授業効果を検証するなど、
さらなる改善のための取組が必要である。 

 

主な施策 ③中学校英語教育の推進 担当課等 学校教育課 

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。 

２７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 136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。 

・八幡市中学生英語スピーチコンテストでは、12 名の生徒が参加し発表し
た。（H 26年度は 12名） 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・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。 

・八幡市中学生英語スピーチコンテストにおいて、発表者のスピーチ内容や
表現力にレベルアップが見られた。 

課題 
・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。 

今後の 
目 標 

・各中学校において、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。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・中学生英語スピーチコンテストにおいて、発表者のスピーチ内容
や表現力にレベルアップが見られるなど、英語による思考力・発
信力を高める改善が行われている点は評価できる。 

・日常会話のスキルアップのためには、ネイティブスピーカーとの

交流の時間を持つなど、計画的かつ積極的な活用が望まれる。 

 

主な施策 ④国際交流絵画 担当課等 学校教育課 

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
年度から毎年市立幼稚園・こども園・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、その絵を提供した園
児・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
市立幼稚園・こども園・小・中学校にて巡回展示を行っている。 

 

 

２７年度実績 

 

・絵画募集 
対象者：市立幼稚園・こども園・小・中学校 
出展数：18点 
送付先：オハイオ州 マイラン村 
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２７年度実績 

 

・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・こども園、小・中学校で巡回展示した。 
巡回展示期間 ：平成 27年 6月 29日～平成 27 年 12月 18日 
展 示 枚 数 ：18枚 
展 示 会 場 ：市立幼稚園・こども園・小・中学校 

・感謝状授与式 
日 時：平成 28年 2月 15日(月)16時 
場 所：行政委員室 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・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。 

・生徒が英文で手紙を書くことにより、国際交流への関心が高まった。 

課題 
・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、事業内容の周知
を図る必要がある。 

今後の 
目 標 

・児童・生徒が絵画に英語でサインするなど、交流方法の工夫について検討
する。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・絵画と共に、中学生が英文で書いた手紙も送付できたことは、国
際交流が一歩前に進んだものと評価できる。 

・電子メールや Web ページ等を使った英語での交流など、ネット時
代に適した国際交流の場として活用するための工夫が望まれる。 

 

（３）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。 

主な施策 ⑤就学前教育（幼稚園）の充実 担当課等 保育・幼稚園課 

 

 

 

 

 

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。 
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２７年度実績 

・幼稚園の預かり保育 5園 一時預かり 3,333件 月極め 422件 

・幼稚園の園開放・園庭開放 5園  延 90回 

※27年度より 1園幼稚園からこども園へ移行。 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・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、「学ぶ力」「生活する力」「人とかか
わる力」の 3 つの視点を保育園・幼稚園・こども園の 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各園で検証するとともに、小学校 1
年生でのスタートカリキュラムの作成に取り組んだ。 

課題 
・保幼小連携や関係機関との連携や情報交換が、八幡市全体の子どもの成長
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。 

今後の 
目 標 

・障がい児カウンセラーとして臨床発達心理士とともに言語聴覚士も配置
し、相談支援体制の充実を図る。 

・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会議において、小学校 1 年生のスタートカリ
キュラムを作成し、一貫した保幼小連携カリキュラムの完成を目指す。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・障がい児カウンセラー・コーディネーターの継続的活用により、
支えの必要な子ども達の早期発見や支援が深まったことは意義深
い。 

・一貫性を持った保幼小連携カリキュラムの完成にむけて、引き続
き施策を拡充していくことが望まれる。 

 

主な施策 ⑥幼稚園施設整備 担当課等 保育幼稚園課・教育総務課 

内  容 ・幼稚園施設の耐震化及び老朽化対策等 

２７年度実績 ・実施事業なし 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 ― 

課題 ― 

今後の 
目 標 

― 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

― ― 
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（４）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。 

主な施策 ⑦学校図書館の充実 担当課等 学校教育課 

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。 

２７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 

今後の目標 

成果 

・新刊図書をより充実し、司書がブックトークなど効果的な紹介をすること
や授業に必要な図書資料の準備、イベントの実施等さまざまな取り組みに
より、読書の習慣が根付き、図書の貸出冊数が 26 年度と 27 年度を比較す
ると、小学校で  11,917冊、中学校で 592冊増えた。 

・平成 27 年度 京都府学力診断テストの中で、平成 26 年度と比較すると読
書が好きな児童・生徒が増えている。 

・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。 

課題 ・中学校においては、学校図書館の更なる活用の推進が必要である。 

今後の 
目 標 

・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 

評価 コメント 

Ａ 

・図書館司書による読書指導の工夫やイベントなどの取組により小
中学校での貸し出し冊数が継続的に増加している点は、大いに評
価できる。 

・児童・生徒の自発的、主体的な学習活動を支援する総合的な「学
習情報センター」としてのさらなる拡充が期待される。 

 

主な施策 ⑧小中一貫教育 担当課等 学校教育課 

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。 

 

 

２７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・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） 

・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） 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・八幡市一貫教育推進協議会における各部会（一貫教育部・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、取組交流を行い、各キャンパスでの取組の参考とし
た。 

・保幼小連携教育部でアプローチカリキュラム（第１次版）を作成し、検証
を重ねることにより、小学校生活を見通し指導を進めることができた。 

・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。 

課題 

・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を今後は毎年検
証を行い、充実したものとする。 

今後の 
目 標 

・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。 

・スタートカリキュラムの完成を目指す。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・一貫教育部会での取組交流や、保幼小連携教育部でのアプローチ
カリキュラムの検証など、保幼小連携教育に向けた活動が進展し
ている。 

・スムーズな小学校への移行のためには、実践的に検証しながら、
アプローチカリキュラムのように更新していく方向性でスタート
カリキュラムの開始が望まれる。 

 

主な施策 ⑨学力の充実・向上（Ⅰ） 担当課等 学校教育課 

 

 

 

 

 

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「みんなの学習クラブ」を活用する。 

・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課題の大きな学年への対策と、学校の積極的な学力向上への取組とし

て、4月～週 27時間 24人配置 
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内  容 

 

②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。 

・男山地区スタディサポート事業 

小学生対象事業 

 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、英語教室及び自学自習教室を実施

する。 

中学生対象事業 

 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

高い学力中間層の生徒を対象に、一層の学力向上を目指して、民間事

業者による学習機会を提供する。 

２７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。新転任者研修にて周知を行い利用の促進を図った。 

・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 26,507時間 延べ 60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 65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 13 講座実施し、 194 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） 

・男山地区スタディサポート事業 
小学生対象事業 受講児童  64人 実施時期  6月～2月 
 英語教室、自学自習教室を週に各１回実施（各学年） 

中学生対象事業 受講生徒  120人 実施時期  3月～2月 
 数学と英語の定期講座週 2回実施（各学年） 
 夏季・冬季講座実施（各学年） 
 学力テスト実施（1・2年生 3回、3年生 5回） 

 

 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

 

 

 

 

・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] 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

 

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、平成 26 年度に続き平成 27 年度も地域学習を
取り入れ、飛行神社と石清水八幡宮の見学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 
 福祉的な視点から、困難な家庭状況にある児童・生徒への支援を行う
ことにより、基盤となる家庭の安定を図れたことは学力向上にも一定効
果があった。 

・男山地区スタディサポート事業 
中学校での定期テストの成績に伸びが見られた生徒が多かった。保護者
アンケートでは、参加させてよかったという肯定的な回答が多かった。 

課題 

・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、継続して教職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。 

・男山地区スタディサポート事業 
出席率が下がる受講生へのフォローが必要である。 

 

 

今後の 
目 標 

 

 

 

・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、新転任者研修等で周知を図る。 

・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。 

・男山地区スタディサポート事業の事業全体の評価・分析と 3 年間の試行後
の方向性の検討。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・男山地区スタディサポート事業では、サポート実施期間が延長さ
れ、小・中学生ともに受講者数も増加している。学力向上に対す
る継続的な取組が行われている。 

・学習支援員の大幅増員やスクールソーシャルワーカーの適切な配
置により、支援を要する児童生徒に対応し、落ち着いた学習環境
が整えられたことは評価できる。 
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主な施策 ⑩学力の充実・向上（Ⅱ） 担当課等 南ケ丘教育集会所 

内  容 

・南ケ丘教育集会所学習支援 
 市内の児童・生徒が、自学自習や家庭学習の習慣化、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。 

２７年度実績 

・南ケ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、英語検定、漢字検定受検に向けた講習会、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 11,479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 

 

 

  

成果 

・南ケ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、検定受検者は学年により
毎年違っているが漢字検定及び数学検定の合格率は毎年 80％以上を維持
できている。 

課題 

・南ケ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 
 学習クラブ専用の教室の配置や学習アドバイザーなど可能な範囲で効
率的に学習に取り組める環境づくりが必要である。 

 

今後の 
目 標 

 

 

・南ケ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 
 当該学年の中でも学力に幅があるため 5 年用、6 年用だけではなく、
児童にあったプリント作りを行い、対応を強化することで学力向上につ
なげたい。    
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評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・放課後学習クラブにおいて、検定受検者の高い合格率を保ち続け
ていることは、落ち着いた学習の様子がうかがえる。自分と向き
合い真面目にこつこつ努力する風土が、着実に定着している証と
して評価出来る。                      

・南ケ丘教育集会所学習支援では、リーダーバンク登録者（大学生
等）を活用した、より積極的な学習支援への取組が期待される。 

 

主な施策 ⑪特別支援教育の推進 担当課等 学校教育課・教育支援センター 

内  容 

・特別支援教育支援 
 通常の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のある児童・生
徒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。 

２７年度実績 

・特別支援教育支援 
通常の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
ため特別支援教育支援員を配置。 
延べ 11,508時間 延べ 21名（各校 1名 概ね週 27時間配置） 

・夏の地域学校 
7月 28日(火)有都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 28日(土) 男山第二中学校で講演会を実施。 
参加者 74名 講師 八幡市障がい者生活支援センター「やまびこ」 

 所長 大野 実 氏 

・卒業生を励ます会 
2月 17日(水) 人権・交流センターで開催。 参加者約 140名 

 

 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

 

 

 

 

・特別支援教育支援 
 各校で特別支援教育支援員が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・生徒と市内の小・中学校に通う児
童・生徒が一堂に会し、活動を通じて多くの人々がふれあい、交流を深
めることができた。同じ八幡市に暮らす障がいのある児童・生徒につい
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く交流すること
ができた。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

成果 

 

・特別支援教育を共に考えるつどい 
 「いじめと精神疾患について ―“やまびこ”の実態や教職経験から
伝えたいことー」というテーマで、講師自身の経歴や心に様々な苦悩を
抱えた生徒との関わりの事例をもとに、適切な接し方について学ぶ機会
となり、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・生徒を、温かく祝い、励ますことができ、
卒業生は進路について決意を発表することができた。 

課題 

・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 

様々な子どもたちが楽しめるように事前指導と活動内容の工夫をする
必要がある。また、参加した児童生徒が学んだことを他の児童生徒に伝
える取組を考えていく必要がある。 

・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さらに深まるように、
今後も継続して取り組んでいく必要がある。 

・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、教職員が温
かく祝い励ますために、参加児童・生徒の実態に応じた内容の工夫が必
要である。 

今後の 
目 標 

・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 
 学校の長期休業のはじめの時期を活かし、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り理解し合うための機会
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。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・通常学級における個別指導を要する児童生徒への指導のため、特
別支援教育支援員を各校 1 名配置するなど、適切な指導が継続的
に行われている点は評価できる。 

・障がいのある児童生徒と地域、保護者、学校が一体となった取組
が継続的に行われている点は評価できる。 
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主な施策 ⑫いじめ対策 担当課等 学校教育課 

内  容 

・いじめアンケート 

府教委主体の年3回いじめの実態把握するためのアンケートを実施し、早

期発見・早期対応に努める。 

・八幡市いじめ防止対策委員会 

小学校及び中学校におけるいじめ等の問題行動の未然防止、早期発見及
び対処等に必要な事項を調査及び審議する。また、いじめによる重大事態
が発生した場合、八幡市いじめ調査委員会を設置し、当該事態の調査を行
う。 

２７年度実績 

・いじめアンケートによるいじめの認知件数 

  小学校 1,463 件 中学校 187 件 

・八幡市いじめ防止対策委員会 

  会議開催 平成 27 年 7 月 29 日（水） 

・八幡市いじめ防止対策基本方針の内容説明 

・いじめアンケート結果を基に八幡市のいじめ状況の説明 

・八幡市のいじめに対する施策について 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・いじめアンケートにより、早期発見・対応できたことで、重大事態に至る
事象はなかった。 

・八幡市いじめ防止対策委員会では、各委員より専門的な立場から意見をい
ただき、八幡市のいじめ問題の現状や施策について助言を得た。 

課題 
・いじめアンケートの質問内容について、小学校低学年では質問内容が理解
できない場合があり、教員の説明が必要である。 

今後の 
目 標 

・いじめアンケートの結果やいじめ防止対策委員会での協議内容を活用し、
いじめ問題の未然防止、また発生時には速やかに問題事象の解決に努め、重
大事態に至る事象を発生させない。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・これまで見えにくかったいじめの実態を「いじめアンケート」に
よって明らかにし、早期発見・対応に取り組んだ点は評価でき
る。 

・いじめの未然防止、発生が見つかった場合の対応等についての研
修を重ねることが望まれる。 

 

主な施策 ⑬子ども会議の実施 担当課等 学校教育課 

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 2 月を
活動期間として、8 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。 

 

 

２７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。 

・「八幡の地域活性化」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。 
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２７年度実績 

・会議の開催（ 9回） 

   6/20(土)、7/11(土)、8/12(水)、9/5(土)、10/10(土)、11/14(土)、
12/19(土)、1/5(火) 、2/6(土) 

・全日活動の実施（ 4日）： 8/12(水)、9/5(土)、12/19(土) 、1/5(火) 

・市長への提言： 12/19(土) 

・各グループのテーマ 

小学生グループ Ａ班「竹つぎリレー」で八幡の地域活性化 

小学生グループ Ｂ班「ミラクルカラフルこども動物園ピカピカ大作戦」
で八幡の地域活性化 

中学生グループ Ｃ班「八幡飯（やわためし）を作ろう」で八幡の地域活
性化 

高校生グループ Ｄ班「ウォークラリー」で八幡の地域活性化 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・実際に街へ出かけての体験活動が充実し、子どもたち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。 

・他市からの視察や、市内の他の事業において取組の紹介があり、活動の広
がりを見せた。 

・小学生の時や昨年度に引き続き子ども会議の委員となる生徒が出ている。 

課題 

・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。 

・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。 

今後の 
目 標 

・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力を身に付けさせ、将来の主体的住民参加の土壌形
成につなげていく。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・参加型学習活動が継続的に行われ、「よりよい街 八幡」の将来を
目指して真摯に向き合う機会となっている点は評価できる。   

・「子ども会議」の参加型学習活動が、学校内での市民性教育等に効
果的に活かされるよう発展されることが望まれる。 
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主な施策 ⑭体験活動の推進 担当課等 学校教育課 

 

 

 

 

 

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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７年度実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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、職業体験を実施
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 
・全校算数ウォークラリー 

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 
・文化鑑賞会  ・古典に親しむ 

橋本小学校 
・日本・世界のニュースを読もう 
・「お話をたのしむ」学習会 

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・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  

南山小学校 
・運動で心も体もふれ合おう事業  ・本物を作って食べよう事業 

・八幡の昔話（人形劇）から学習しよう事業 

・農業体験をしよう事業 

美濃山小学校 
・教えてもらおう スポーツ選手から 

・夢の教室 
 市内 8小学校、全 23回実施。 
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２７年度実績 

・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。  

【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」 

・巡回公演事業  

12月 9日 中央小（演劇） 

・芸術家派遣事業 
 10月～12月 八幡小、くすのき小、さくら小 

・京都府「伝統文化継承・発展事業」 
 7月   くすのき小（団扇づくり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

・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
大切さ等を学ぶ機会を与えることができた。 

・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。 

課題 

・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。 

・楽しい学校づくり支援事業 
 各校の実施したい体験活動の希望や要望を把握し、国や府の事業の有
効活用を図る必要がある。 

・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。 

 

 

 

 

今後の 
目 標 

 

 

 

 

 

 

・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。 

・夢の教室 
 「目的のために仲間と協力すること」、「相手を思いやるこころ」を育
むために継続して事業を実施する。 

 



23 
 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

今後の 
目 標 

 

・農業体験 
 日常生活において「農」を感じることができるように継続して事業を
実施する。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・国や府の事業を活用した市全体の活動に加え、各学校でも独自の
体験活動が継続的に実施されるなど、施策が着実に発展している
点は評価できる。 

・近辺に耕作地のない地域の児童も農業体験が可能となるよう、放
棄耕作地の活用、市による畑の借り上げも視野に入れて前向きに
検討されることが望まれる。 

 

主な施策 ⑮八幡浜市との中学生交流 担当課等 学校教育課 

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
を再認識する。 

２７年度実績 

・八幡浜市中学生が本市を訪問し、両市中学生の交流活動を実施した。 
事業実施日 平成 27年 8月 19日(水)～21日(金) 
参 加 者 八幡市中学生 20名、八幡浜市中学生 28名 
内   容 ・生徒同士の交流(両市の発表、班交流等) 

・飛行神社見学、二宮忠八翁の墓見学 

      ・石清水八幡宮見学 

      ・松花堂弁当学習、料理人によるお吸い物づくりの実演 

      ・松花堂庭園散策・お茶席体験 

      ・男山団地展望室見学 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・二宮忠八翁の偉大な経歴について理解を深めることができた。 

・八幡市の代表として参加しているという自覚が持つことができた。 

・班での交流活動を充実させることができた。 

課題 
・本市の生徒が自分たちの街の魅力を説明できるよう、事前学習の時間が必

要である。 

今後の 
目 標 

・平成 28年度は、八幡市の中学生が 2泊 3日の日程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。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・「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、毎
年新しい企画も実現されている。 

・継続的に行われ、「郷土愛」「夢の実現への努力」など学べたこと
は意義深い。 
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主な施策 ⑯学校給食の充実 担当課等 学校教育課 

 

 

 

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。 

・中学校給食開始に向けた準備 
 平成 29 年度中に開始できるよう、中学校給食開始準備委員会を設置
し、実施に関して必要な事項を協議する。 

・教職員研修 
 学校給食調理員・栄養教諭研修の実施。 

２７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６個の利用が
あった。 

・中学校給食開始に向けた準備 
 京都府に、くすのき小給食施設改修工事に伴う用途規制の特例許可を
申請し、許可を得た。 

   中学校給食開始準備委員会を７回開催し、中間報告書を作成した。 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

・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。 

・中学校給食開始に向けた準備 
 用途規制の特例許可を必要とするくすのき小給食施設の改修につい
て、地元に説明を行い、理解を得ることができた。 

   中学校給食開始準備委員会で協議を重ね、準備を進めることができ
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。 

 

 

課題 

 

 

 

・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。 

・中学校給食開始に向けた準備 

調理場改修工事中の親校の給食を円滑に実施できるように取り組む。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

課題 

・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。 

今後の 
目 標 

・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。 

・中学校給食開始に向けた準備 
 平成 29 年度中に全ての中学校で給食が開始できるよう、親校調理場及
び中学校配膳室の整備を行う。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・給食施設の改修に関する地元への説明と理解、中学校給食開始準
備委員会での協議など、完全給食の実現にむけた準備が進んでい
る点は評価できる。 

・旬の地元食材を主軸としたバラエティ豊かな給食が、継続的に提
供できている点は評価できる。 

 

主な施策 ⑰小中学校施設整備 担当課等 教育総務課 

内  容 
・学校施設の非構造部材の耐震化及び老朽化対策や空調設備整備等により教
育環境の改善を行う。 

２７年度実績 

・八幡小学校の更衣室整備工事を実施。 

・南山小学校のプールろ過装置改修工事を実施。 

・中央小学校・美濃山小学校のプールサイド改修工事を実施。 

・橋本小学校の家庭科室改修工事を実施。 

・男山中学校の大規模改造工事（第一期）、非構造部材の耐震化を実施。 

・男山第二中学校空調設備整備工事を実施。 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・改修工事等が完了した。 

・学校からの要望などに応じ、それぞれの工事が完了し、児童・生徒が安心
して快適に学べる環境の改善が図れた。 

課題 

・学校施設の耐震化や空調設備整備工事が完了し、今後は老朽化対策の必要
な施設の大規模改造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。 

今後の 
目 標 

・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修を進め、
施設の長寿命化を図るとともに、教育環境の改善を進める。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・市内の全小中学校の耐震補強工事並びに空調設備工事、および学
校からの要望に応じた工事も完了し、安心で快適な環境が整った
ことは大いに評価できる。 

・引き続き、快適な教育環境の実現に向けて、必要な改修工事を計
画的に進めていくことが望まれる。 
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主な施策 ⑱安全対策 担当課等 学校教育課・教育総務課 

 

 

 

 

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。 
 自転車安全教室の実施。 

   通学路の安全対策 

・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。 

２７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、子どもたち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。 
 自転車安全教室を小学校 8 校全てで実施。うち、昨年度より 1 校増
え、6 校で免許証を発行しており（管理交通課が発行する安全免許証を
含めると 7 校）、より一層の交通安全意識の向上を図っている。中学校は
1校で実施。 

   中央小学校敷地内通路整備工事及び市道三反長泉線（さくら小学校）
通学路安全対策工事を実施。 

・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。 
 気象警報発令時の対応変更に伴う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。 

 

 

 

 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

成果 

・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できた。また個別での
話の中では、虐待等を訴える児童もいたため、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。 
 自転車安全教室が定着し、免許証を発行する学校が増えてきた。 

   通学路の安全対策工事等により、安心して通行できるようになった。 

・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
害マニュアルの周知・徹底を図った。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

課題 

・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。 

・自転車安全教室を小学校では 8 校全てで実施しているので、中学校でも実
施する学校が増えるよう指導が必要である。 

・今後も自転車安全教室で免許証を発行する学校が増えるよう指導が必要で
ある。 

今後の 
目 標 

・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。 

・小学校全校で免許証を発行する自転車安全教室の実施。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・通学路の安全対策工事等が複数箇所行われたことは評価できる。
引き続き、通行頻度の高い通学路の安全に関しては、よりよい改
善がなされることを望む。 

・自転車安全教室について、中学校でも実施校が増えるよう、施策
や支援の拡充が望まれる。 

 

主な施策 ⑲不登校対策 担当課等 教育支援センター 

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。 
 ◇電話相談  ◇面接相談  ◇訪宅相談 

・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。 

・関係機関との連携 
 「不登校対応マニュアル」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。 

２７年度実績 

・教育相談活動 
 電話・面接・訪宅相談  3,092回 

・教育支援教室（さつき）開設 
 通室児童・生徒数 31 人（小学生 5 人・中学生 26 人）のうち、完全
復帰 13人、部分復帰 10人 

・関係機関との連携 
 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。 

 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

 

 

成果 

 

 

 

 

・教育相談室では、相談を受けやすい環境づくりや教育相談担当者会、学校
連絡会等を通じて周知徹底を図ったことで、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 496 回増加した。受理会議を経て、児童・生
徒・保護者への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 63 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・生徒の多くの者
が、学校復帰や高校進学を果たすことができた。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

成果 

・関係機関等との連携強化、各学校における相談活動、別室登校等の取組に
より、小学校の不登校出現率（0.74%）を前年度(0.76%)比較で一定歯止め
をかけることができた。 

 

 

 

 

課題 

 

 

 

 

 

・教育相談活動 
 中学生の不登校の相談が増加した。その背景には、人間関係づくりの
課題や発達障がいが影響し、友達関係に悩んだり学習の躓きが大きくな
ったりしている傾向が見られる。また、家庭の教育力の弱さにより、ゲ
ーム、ネット依存になり、結果的に生活習慣の乱れも課題となり、不登
校状態の改善が困難になっているケースがみられる。 

・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
共有し、それぞれの機関の強みを生かした支援を進める。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、保護者
支援も考慮し、関係機関と連携しながら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。 

今後の 
目 標 

・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。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・教育相談活動において、電話・面接・訪宅相談の回数が増えるな
ど、支援が拡充している点は評価できる。 

・中学校においては、スクールカウンセラー（SC）、スクールソーシ
ャルワーカー（SSW）とも連携しながら不登校の未然防止、早期対
応により不登校児童生徒の減少に向け努力されることを望む。 

 

主な施策 ⑳教育情報の発信 担当課等 教育総務課他 

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
掲載し、発行する。 

・教育要覧「八幡市の教育」の発行 
 市教育行政に関する統計資料を収録した冊子を発行する。 

２７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(こ
ども園)・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。 

・教育要覧「八幡市の教育」は年 1 回発行（100 部作成）し、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 

 

 

成果 
・広報紙「くすのき」及び教育要覧「八幡市の教育」の発行や、教育委員会
各課からのホームページ作成により、教育行政情報を広くタイムリーに発
信し、学校・家庭・地域での情報の共有化が図れた。 

課題 

・広報紙「くすのき」や教育要覧「八幡市の教育」の発行及びホームページ
の掲載をしており、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。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

今後の 
目 標 

・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するた
め、広報紙「くすのき」や教育要覧「八幡市の教育」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量・質を高め、教育行政への理
解を促していく。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・広報紙などの発行以外にも各課からのタイムリーな情報発信がホ
ームページを通して引き続き行われている点は、評価できる。   

・効果的な情報発信の仕方について引き続き検討することが望まれ
る。 

 

（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。 

主な施策 ㉑青少年の健全育成支援 担当課等 社会教育課 

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。 

２７年度実績 

・キャンプ、凧あげ大会開催（ドッジボール大会は雨天中止） 
 参加者 延べ 187人（内小学生 76人） 

・成人式開催 
 参加者 447人  対象者 672人 （参加率 66.5％） 

・子ども会活動助成 
 23子ども会  会員 3,078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 18人（中学生 8人 小学生 10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 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

成果 

・キャンプ、凧あげなどの事業を通して、地域や学校の枠を超えた交流を図
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。 

・臨時で団員募集のポスター掲示及びチラシを配布したことにより、３名の
入団があったが、数名の退団者が出たことから団員増には至らなかった。 

課題 ・少年少女合唱団員増につながる広報活動の拡充。 

今後の 
目 標 

 

・事業の開催方法を工夫しながら、地域及び家庭・学校・各種団体との連携
強化をより一層図る。 

・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、府内で開催される合唱祭等の行事
に積極的に参加し、他市町村との交流を図っていく。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・青少年の主張大会収録映像の活用により、同世代の「主張」が広
く児童生徒に伝わったことは意義深い。            

・ドッジボール大会が雨天のため中止となり、スポーツ大会の参加
者が大きく減少している。地域全体としての異世代間交流の場と
するなどの新たな活性化策が望まれる。 

 

主な施策 ㉒家庭教育の推進 担当課等 社会教育課 

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。 

２７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 
 6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、1小学校で 4回開催（幼小合同開催含む） 
 参加者延 636人 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・ふれあい体験学習については、開催時期を夏休み期間に限定せず、通年で
参加できる日程を設定したことで、より参加しやすくし、わずかではある
が参加者増につながった。 

・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。 

課題 

・ふれあい体験学習について、高校生の参加を更に増やす。 

・子育て講座について、助成金を活用している小中学校が少ないため、周知
を図る。 

今後の 
目 標 

・ふれあい体験学習について、中学生が参加しやすいよう開催内容や募集方
法を工夫する。 

・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。 
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評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・子育て講座については、広報の仕方や、学校との連携など開催形
態を工夫することで、市民のニーズにより則した形で施策が実施
されることが期待される。 

・ふれあい体験学習の開催時期を改善したことにより、開催数が少
ないにも関わらず、参加者数が若干名増加した。 

 

主な施策 ㉓地域社会との連携 担当課等 社会教育課 

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。 

２７年度実績 

・ふれあい交流事業 

ドッグセラピー体験、節分と昔遊び、音楽鑑賞会他 計 7回 

参加者 延 262人（うち障がい者 40人） 

・学校支援地域本部事業 
男山中学校校区 

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 

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 
登下校安全指導、学習支援 

・子どもまつり助成 7ＰＴＡで実施。 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・ふれあい交流事業では、引き続き多くの団体に協力を依頼し、年間 7 回の
うち 3 回の行事内容を変更・工夫することでより多様な充実した体験をし
てもらえた。 

・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活動状況や課題等
についての情報共有と連携を深めることができた。 

・子どもまつり事業では、地域住民と保護者や教職員、子どもたちとの交流
を通じて、相互の信頼関係の構築が図れた。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

課題 

・ふれあい交流事業 
 参加者が減少し、参加者同士の交流が十分図れていない。 

・学校支援地域本部事業 
 ボランティアの拡充を図っているが、ボランティアの高齢化が進行し
ている。 

今後の 
目 標 

・ふれあい交流事業に関して、事業内容の周知を図り、参加者増につなげ
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 

評価 コメント 

Ａ 

・ふれあい交流事業の内容を工夫、改善することにより、多様な体
験が可能となった点は評価できる。               

・学校支援地域本部事業は積極的な取組がされており、評価できる
が、例年課題になっているボランティアの参加促進のために、広
報の仕方やボランティアの対象年齢の見直しなどの工夫をしてい
くことが必要である。 

 

（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 ㉔施設の管理運営 担当課等 社会教育課･生涯学習センター 

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。 

２７年度実績 

・生涯学習センターの管理運営 
 施設利用     件数 2,242件 
 学習情報の提供  パンフレット等約 950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 10,383件 
 登録サークル   229サークル 

・市民交流センター管理運営 
 施設利用     2,027区分（3区分/1日） 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

成果 

 

 

・生涯学習センター・公民館等 
 それぞれの特技や趣味などを生かした地域の活動や講座・教室などを
合わせ、7 施設で延 178,113 人の市民に利用いただいた。また、学びを
通して多くの感動や喜びを市民の皆様に感じていただける、地域におけ
る生涯学習支援に寄与できた。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

・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。また、耐震診断に伴う屋外
階段の補強工事を行った。 

 

 

 

課題 

 

 

 

・公民館等 
 多様な住民ニーズに応えていくため、これからの公民館等は事業の拡
大や新たなサービスを模索していく必要がある。 
 特に公民館の利用者の多くは公民館ファンともいえ、サークルの定期
利用者などはリピーターとして固定化しているため、今後はこれまでま
ったく公民館等を利用していない市民が気軽に立ち寄れる環境づくりが
必要である。 

・市民交流センター 
 施設や設備等の老朽化。 

今後の 
目 標 

・生涯学習センター・公民館 
 新たなニーズをとらえ、だれでも気楽に様々な「学び」ができるよう
学習機会の提供や気軽に立ち寄れる雰囲気づくりなどの環境整備に努め
る必要がある。 

   また、「つどう」ことをとおして、その施設・設備を利用し、住民同
士のつながりが増えるよう取り組む。 

・市民交流センター 
 老朽化等に伴う施設や設備等の改修。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・公民館の施設利用件数・生涯学習センター及び公民館等の利用者
の大幅増は、市民のニーズに合う「生涯学習の場」として受け止
められている「証」であり、大いに評価できる。 

・老朽化等に伴う施設や設備等の改修に取り組む他、魅力があり、
市民のニーズに合った講座づくりを実践していくことが望まれ
る。 

 

主な施策 ㉕生涯学習の推進 担当課等 生涯学習センター 

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。 

 

 

 

２７年度実績 

 

 

 

 

・生涯学習講座の開設 
 講座開設 46回、参加者 延 5,229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 
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２７年度実績 

 

・生涯学習フェスティバルの開催 
 2日間、 参加者 延 2,900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、自然体験教室、人形劇体験教室、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 86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 

成果 

・日ごろの学習の成果を発表する場を設けることで、市民の学習意欲を高め
ることができた。 

・生涯学習情報の提供や学習機会の提供により、各種講座を 46 回開催し、
また、講演会等にネームバリューのある方を講師として依頼したことなど
により昨年より多い、延 8,000 人を超える多くの参加者があり、市民の生
涯学習活動に対する支援、促進に寄与することができた。 

課題 
・生涯学習を推進するにあたって講座や教室などの内容や日程の設定によ
り、若年や勤労者の参加しやすい体制が必要である。また、より多くの市
民の方に興味を持って参加いただける講座・教室の企画が必要である。 

今後の 
目 標 

・多様化する市民ニーズを的確にとらえ、趣味や教養の講座又は地域資源を
活かした講座をバランスよく企画し、学習成果をより一層地域に還元して
いくため、大学をはじめ医療機関等の主体と連携し、より一層の生涯学習
の推進・充実に努めていく。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・生涯学習講座、生涯学習フェスティバルともに増加しており、市
民のニーズに合う多様な講座を開催することで多くの参加者が得
られている点は評価できる。 

・「健康の増進」、体験型講座など市民のニーズに合った講座づくり
を医療機関や大学、保健所等との連携しながら進めていくことが
望まれる。 

 

主な施策 ㉖公民館講座の開設 担当課等 生涯学習センター 

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。 

２７年度実績 

・公民館講座の開設 
 講座等開設 143回、参加者 延 2,684人 
 体操教室、フラワーアレンジメント教室、工作教室、親子クッキング
教室、医療講座、英語教室、茶道入門教室、親子理科実験教室、子ども
卓球教室等 

・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 

 

成果 

・一部の公民館が改修で休館したにもかかわらず、講座数及び延参加人数は
増加し、6 施設合わせて、83 講座、143 回開催し、延 2,684 人の参加があ
り、市民の生涯学習活動の支援に寄与することができた。 

・現代課題に関する講座や健康の増進、教養の向上、生活文化の振興等公民
館等が担うべき役割を果たすことができたように思われる。その中でも自
ら学ぶ意欲や思考力等を磨く機会となる活動体験・生活体験型の講座を複
数開催し、市民の生涯学習活動に貢献することができた。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

課題 

・公民館講座数及び延参加人数増加し、多様なニーズに対応した講座運営を
行うことができたが、参加者層が限られている面も見受けられる。地域コ
ミュニティの活性化のため時間設定、募集方法などに工夫するよう心掛け
たい。 

今後の 
目 標 

・公民館講座への参加者層拡大のため、様々なアプローチを試みる。市民の
多様なニーズに耳を傾け、参加者が講座、学習を作っていける講座運営を
心がける。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・講座数、講座回数、参加者数が共に増加するなど、市民の学習活
動の支援として公民館講座が根付いて来ている点は評価できる。 

・参加したいが時間的に難しい勤労者等も含め、広く市民の生の声
に耳を傾け、新たな講座の工夫が望まれる。 

 

主な施策 ㉗公民館等の整備 担当課等 生涯学習センター 

内  容 
・各公民館等の整備 

 各公民館、コミュニティセンターの老朽化改修に伴い、館内の段差解消
やエレベーター設置等のバリアフリー化を実施。 

２７年度実績 

・山柴公民館の改修完了（エレベーター設置、老朽改修、太陽光発電設置等
工事） 

・川口コミュニティセンターの改修完了（エレベーター設置、老朽改修、太
陽光発電設置等工事） 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・5 館（男山公民館・橋本公民館・志水公民館・山柴公民館・川口コミュニ
ティセンター）全てにエレベーターが設置され、利用者の利便性向上が図
れた。 
また、山柴公民館、川口コミュニティセンターの改修が完了した。 

課題 
・地域の学習推進拠点として、利用者が不便なく活動することのできる施設
状態を保つよう努める。 

今後の 
目 標 

・利用者が安心して利用できる施設を目指すとともに、利便性の向上に努め
る。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・全ての公民館のエレベーター設置が完了するなか、館内の段差解
消が進められ、利便性が高まったことは評価できる。 

・利用者からフィードバックをもらうことで、多様な世代の市民に
とってさらに安全で利用しやすい施設となるよう、継続的な改善
を進めていくことが望まれる。 
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主な施策 ㉘図書館の充実 担当課等 市民図書館 

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。 

２７年度実績 
・市民 1人当たり貸出冊数 8.18冊 

・八幡市民図書館リニューアルオープン（平成 27年 4月） 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・移動図書館巡回場所の移動（平成 27年 7月） 

（ファインガーデンスクエア２巡回の内１巡回を子ども・子育て支援セン
ターに移動。） 
 移動図書館での総貸出冊数 
  24年度：10,859冊、25年度：11,867冊、26年度：13,294冊 

      （26年度は、改修工事期間、図書館駐車場に週 1回運行実施） 

      27年度：11,410冊 

・八幡市民図書館のリニューアルオープンに伴い、児童・成人図書室に展示
コーナーを新設。児童図書室は、科学を中心に図書を紹介、成人図書室
は、提案式の展示とし図書の紹介を図った。また、児童図書に設置してい
たヤングアダルトコーナーを成人図書室に移動し、カウンターテーブル・
ハイチェアを設置した。 

・児童図書室に子育てコーナーを新設し、ベビーベッドを配置することで利
用しやすくした。 

課題 

・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。 

・移動図書館の更なる充実が必要。 

今後の 
目 標 

・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を開催する。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・子育てコーナー、展示コーナーの新設など市民の気持ちに寄り添
った市民図書館のリニューアルオープンは、意義深い。      

・市民 1 人当たり貸出冊数が増加しており、市民のニーズにあった
施策が適切に行われている点は評価できる。 
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（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。 

主な施策 ㉙スポーツ活動の推進 担当課等 社会教育課 

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。 

・健康増進事業 
 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。 

２７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 1,849人 
 陸上 430人、サッカー 499人、ソフトテニス 434人、 
 バスケット 330人、バレーボール 156人 

八幡市民マラソン大会 ··············· 1,612人参加 （申込 1,891人） 

ファミリースキー＆スノーボードツアー ·· 35人参加 

フィッシングスクール ·················· 23人参加 

市民ふれあいウォーキング（全 2回） ···· 70人参加 

・市民総合体育大会  22競技 3,600人参加 

 

・府民総合体育大会市町村対抗競技参加者助成 
  12競技 総合 16位  185人参加 

・八幡市スポーツ賞表彰 
 優秀選手賞（個人）12人（団体）1団体 
 ジュニア賞（個人）11人（団体）1団体 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 
・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。 

課題 
・各種スポーツ教室等において、一定参加者は確保できたが、60 代以上の参
加者が多く、若い世代の参加が少ない。 

今後の 
目 標 

・各種スポーツ教室において参加の少ない年代や親子での参加者に向け広報
等による周知を行い、参加者層拡大を図る。 
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評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・スポーツ教室は多様な種目が開催され、例年一定数の参加者を確
保している。特に少年スポーツ教室の陸上競技では、申込者が昨
年度より 200 名以上増加しており、施策が地域に根付いてきてい
る点は評価できる。 

・参加者の少ない層に切り込むためには、メニュー開発や講座を模
索する必要がある。 

 

主な施策 ㉚地域スポーツの振興 担当課等 社会教育課 

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。 

２７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 185団体 
延べ利用件数 体育館 11,862件 格技場 1,233件 グラウンド 3,183件 
                      合計 16,278件 

・スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導 
定例会  11回実施 
研修会等  9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 

派遣事業等  13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 

 健康フェスタ等 

・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 63件 

 

 

 

 

 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

 

 

 

 

成果 

・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できた。また、スポ
ーツクラブ登録の更新を実施し、団体利用枠の整理をすることができ
た。 

・スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導 
 派遣事業や健康フェスタなどのイベントへの参加により、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、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や、スポーツ推進委員の派遣依頼に伴う
貸出など、ニュースポーツの普及に努めることができた。 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

課題 

・学校体育施設の開放 
 施設の利用可能枠の減少に伴う新規登録団体の受け入れ及び、旧学校
体育施設の今後の活用方法について、引き続き検討が必要である。 

・スポーツ推進委員によるスポーツ振興・指導 
 個々のスポーツ推進委員において、知識や指導力に個人差がある。 

・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。 

今後の 
目 標 

・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た、
活用方法の検討が必要である。また、活用方法決定までの間についても施
設の老朽化等を考慮した貸出方法を検討する。 

・各種研修等によるスポーツ推進委員の個々の能力の向上と、市民のスポー
ツへの参加機会を確保することにより、一人でも多くの市民にスポーツの
楽しさを伝える。 

・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 

評価 コメント 

Ａ 

・健康フェスタなど健康に対する市民の意識向上の取組が新たに行
われている。また八幡市スポーツクラブ登録団体数が増加するな
ど、施策が良好に実施されている。 

・学校体育施設の述べ利用件数は、昨年と比して約 1,700 件増加し
ているなど良好に施設が活用されている。 

 

（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 ㉛文化芸術活動の推進 担当課等 社会教育課 

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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２７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 2015 
 平成 27年 12月 20日開催  入場者数 984人 

［松花堂庭園・美術館］ 
第 27回松花堂つばき展   
 平成 27年 4月 3日～5日開催  入場者数 1,654人 

・文化協会活動助成  10連盟 26部会 126サークル 2,575人 

・第 43回八幡市民文化祭 舞台発表 48団体(728人)､展示 536点(465人) 

・八幡市文化賞表彰 功労賞(個人)4人 優秀賞(個人)1人              

・佐藤康光杯争奪将棋大会 参加者数  244人 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・（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。 

・佐藤康光杯争奪将棋大会において、ジュニア級を小学 3 年生以下と 4 年生
以上の 2つのクラスに分けることにより、ジュニア級参加者が増加した。 

課題 

・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、244 人の参加者があったが、依然として、
八幡市在住者は 25人で、中学生以下に限ると 7人と少ない。 

今後の 
目 標 

・文化団体等との連携を強化し、市民及び市内の小中学生が多く参加できる
よう、さまざまな年代のニーズを把握し、魅力のある事業の企画・運営及
び募集方法等の検討も含めて、ＰＲに努める。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・市民のニーズに沿った魅力ある企画が実施され、多数の市民の文
化事業への参加が得られた点は、評価できる。         

・イベントによっては市内参加者の割合が少ないものもあるため、
様々な世代の市民のニーズ・興味に則した企画・広報の一層の拡
充が望まれる。 

 

主な施策 ㉜伝統文化の保存継承 担当課等 文化財保護課 

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に係る保存会の活動を助成する。 

２７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。 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 
・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。 

課題 
・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。 

今後の 
目 標 

・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。 
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評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ａ 

・概ね良好に実施されている。 

・マスメディアやインターネットを活用することで、ずいきみこし
や関連する伝統・文化について、引き続き積極的な広報に取り組
んでいくことが期待される。 

 

主な施策 ㉝文化財保護の推進 担当課等 文化財保護課 

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・活用を図る。 

・国庫補助市内遺跡調査・発掘調査 
 国庫補助による遺跡保存を目的とした発掘調査や、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。 

２７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 

・文化財講座開催 
出前講座参加者延 221人 

依頼講座 参加者延 150人 

『石清水八幡宮本社』国宝指定記念事業 参加者 943人 

・美術工芸品・古文書等調査 
市内社寺等調査 

・国庫補助市内遺跡調査・発掘調査 
馬場遺跡範囲確認調査（第 7次） 

馬場遺跡（第 6次）発掘調査報告書（第 63集）刊行 

・史跡の保全 
八角堂保存修理工事、八角堂実施設計、八角堂工事監理 

史跡石清水八幡宮境内保存活用計画書 刊行 

・郷土史会活動助成 
機関誌・情報紙発行、歴史講座、文化財見学会 
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成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・文化財補助 
 文化財の維持管理・修理等に要した経費を助成したことにより、維持
管理・修理を適切に行うことができ、文化財の保護につながった。 

・文化財講座開催 
 出前講座、『石清水八幡宮本社』国宝指定記念事業では、多くの方々
に本市の歴史について興味を持っていただくきっかけとなった。 

・美術工芸品・古文書等調査 
 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。 

・国庫補助市内遺跡調査・発掘調査 
 補助事業による試掘調査など開発計画に対応した発掘調査を推進し
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 
 『史跡石清水八幡宮境内保存活用計画書』を刊行することで、石清水
八幡宮境内の適正な保存管理のあり方と整備活用、管理運営の方向性を
示すことができた。 

課題 
・都市開発の進捗による遺跡や遺構の更なる記録・保存の推進が求められ
る。 

今後の 
目 標 

・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 

評価 コメント 

Ａ 

・文化財講座では、『石清水八幡宮本社』国宝指定記念事業をはじめ
多くの方々が市の歴史について知る企画が用意され、参加者数も
前年度より増加するなど、施策が良好に実施されている。 

・引き続き文化財の保護を推進するとともに、広く市民等に文化財
の紹介や学習機会を設けることが、文化財への理解や関心を促す
ものと考えられる。 

 

主な施策 ㉞文化振興施設の管理運営 担当課等 社会教育課・文化財保護課 

内  容 

・文化センター 
 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 
 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 
 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、展示し、公開する。 
 体験学習（勾玉作り、拓本講習会、古文書で知る八幡の歴史）を実
施。 

 

２７年度実績 

 

・文化センター 
 施設の平成 27 年度総利用件数は 3,653 件で対前年度比約 2％の減少、
総利用者数は 182,828人で対前年度比約 1.1％の増加となった。 
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２７年度実績 

 

・松花堂庭園・美術館 
 施設の総利用件数は 713 件で対前年度比約 6％の減少、総利用者数は
22,424人で対前年度比約 5％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 1,036人。 

企画展示として、第 43 回八幡市民文化祭にて「国宝石清水八幡宮本
社の解説とふるさと学習館の紹介」、ふるさと学習館にて「国宝石清水
八幡宮本社の解説」を実施した。 
 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 22
人）、「拓本講習会」（参加者 延 24 人）、「古文書で知る八幡の歴史」（参
加者 延 55人）に取り組んだ。 

成果・課題 

及び 

今後の目標 

成果 

・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。 

・松花堂庭園・美術館 
 昭乗ゆかりの地とし、松花堂庭園・美術館を会場に書初め展や茶会な
ど数多くの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
玉をモデルにして勾玉を作成したり、市内出土の瓦で拓本を取ったり、
実際に市内に残る古文書を読み、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
について学ぶ場を提供することができた。 

   また、石清水八幡宮本社の国宝関連の企画展示を実施することによ
り、石清水八幡宮本社をより詳しく知ってもらうことができた。 

課題 

・文化センター 
 施設の利用件数は前年度比で減少となっているが、大ホール等利用人
数の多い施設の利用が増加したことにより、施設の利用人数は増加した
が、今後も利用件数・利用者数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 
 美術館別館は耐震工事が必要であり、施設の老朽化も目立っている
為、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、郷土についての認識を深める取
組をさらに進める。 
 体験学習の充実。 

今後の 
目 標 

・文化センターにおいては、リニューアル計画を元に優先順位を決め、計画
的に補修や改修を行う。また、松花堂美術館においては、美術館別館の今
後の有効活用の方針を立てることが必要。 

評   価 

及び 

委員コメント 

評価 コメント 

Ｂ 

・文化センターとふるさと学習館では一定の利用件数・利用者数が
確保されており、施策が概ね良好に実施されている。 

・更にふるさと学習館においては、国宝指定の期を逃さず、より詳
しく知ってもらうコーナーやクイズ等の工夫を凝らすことが望ま
れる。 
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