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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 21 年度八幡市教育委員会が執行した事務

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

です。 

 

１  教育委員会開催回数 

平成 21 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    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 21 年度は下記の 1 5件について審議、43件について報告しました。 

 

《 平成２１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 H21. 4. 1

２ 八幡第二小学校･八幡第四小学校統廃合にかかる新校名について H21. 5.11

３ 
平成 22 年度以降使用中学校教科用図書(社会科歴史的分野）を除

く) に係る採択について 
H21. 7. 9

４ 南山小学校における中学校区について H21. 7. 9

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 
H21. 7. 9

６ 
平成 22 年度以降使用中学校教科用図書(社会科歴史的分野) に係

る採択について 
H21. 8.20

７ 
八幡市内に在住する児童･生徒が入学する学校を指定する規則の 

一部を改正する規則について 
H21. 9. 4

８ 市職員の分限処分について H21.10.19

９ ｢平成 22 年度学校教育の方針と目標｣(案)について H22. 2.12

１０ ｢平成 22 年度社会教育の方針と目標｣(案)について H22. 2.12

１１ 八幡市教育委員会公印規程の一部改正について H22. 2.12

１２ 教職員の人事について H22. 3. 1
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１３ ｢平成 22 年度学校教育の方針と目標｣(第２案)について H22. 3. 8

１４ ｢平成 22 年度社会教育の方針と目標｣(第２案)について H22. 3. 8

１５ 図書館協議会委員の委嘱について H22. 3. 8

 

《 平成２１年度教育委員会報告等一覧 》 

                        

件    名 報告日 

１ ４月１日付八幡市教育部人事異動の報告について H21. 4. 1

２ 市立幼稚園、小･中学校入学式の日程について H21. 4. 1

３ 八幡市立学校等訪問の日程調整について H21. 4. 1

３ ｢平成21年度学校･社会教育の方針と目標｣決定版の配付について H21. 4. 1

４ 平成 21 年度学校基本調査(八幡市独自様式)について H21. 5.25

５ ｢平成 21 年度八幡市教育研究所事業方針」について H21. 5.25

６ 平成 20 年度八幡市立幼稚園長会まとめについて H21. 5.25

７ 「平成 21 年度研究指定」について H21. 5.25

８ 「平成 21 年度生涯学習センター及び公民館事業計画」について H21. 5.25

９ 
中学校区見直しに係る説明会(3 回目)及び新型インフルエンザに

係る対応について 
H21. 5.25

８ 平成 21 年度第 2回定例会提出案件について H21. 5.25

９ 社会教育委員の選出について H21. 6.15

１０ 南山小学校における中学校区説明会について H21. 6.15

１１ 綴喜地方教育委員会連合会総会について H21. 6.15

１２ 7 月 1日付け人事異動について H21. 7. 9

１３ 社会教育委員の選出について大隅委員の任命(再任)について H21. 7. 9

１４ ｢平成 20 年度研究所所報｣について H21. 7. 9

１５ 教育委員会事務事業点検･評価の経過状況について H21. 8.20

１６ 綴喜教職員組合 2009 年度第 1次要求について H21. 8.20

１７ 八幡市教育委員会事務事業点検･評価報告書について H21. 9. 4

１８ 京都府立高等学校等設置条例の一部改正内容について H21. 9. 4

１９ くすのき小学校の校章について H21. 9. 4

２０ 新型インフルエンザへの対応について H21. 9. 4

２１ 全国学力･学習状況調査結果について H21. 9. 4

２２ 放課後学習クラブ開設状況について H21. 9. 4

２３ 石清水八幡宮境内遺跡調査専門委員会について H21. 9. 4

２４ 平成 22 年度八幡市立幼稚園園児募集要項について               H21. 9. 4
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２５ 人事異動(嘱託員)について H21.10.19

２６ 八幡市青少年の主張大会、市文化賞・スポーツ賞について H21.10.19

  

  

  

 

 

 

 

２７ 八幡･男山市民図書館の盗難事件について H21.10.19

２８ 12 月補正教育部管轄事業内容について H21.11.27

２９ H22 年度市立幼稚園児募集による各園入園見込み数について H21.11.27

３０ シンポジウム｢三大八幡宮－その町と歴史｣の開催について H21.11.27

３１ 八幡市教育研究所「CEI Press」の配付について H21.11.27

３２ 文教厚生常任委員会への請願について H21.12.18

３３ 八幡小学校管理棟･給食棟耐震補強工事について H21.12.18

３４ 全国学力･学習状況調査の分析結果について H21.12.18

３５ 市民マラソンの参加状況結果について H21.12.18

３６ ｢平成 22 年度学校教育･社会教育の方針と目標｣の作成について H22. 1.15

３７ ｢八幡市第 8回英語フェスティバル｣の開催について H22. 1.15

３８ 市立幼稚園、小･中学校卒業式･入学式の日程について H22. 2.12

３９ 八幡第二小学校･八幡第四小学校統合推進協議会について H22. 2.12

４０ 
平成 21 年度山城地方教育委員会連絡協議会教育委員研修会につ

いて 
H22. 2.12

  ４１  平成 22 年度施政方針について　　　　　　   　　　　　　　　　H22. 3. 8

４２ 平成 22 年度教職員人事異動辞令交付式について H22. 3. 8

４３ 閉校式(八幡第二小学校･八幡第四小学校)について H22. 3. 8

 
 
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小･中学校の学校訪問（午前 11時から給食を含み

午後 2時半頃まで２校園分）を実施しています。 

平成 21 年度は、幼稚園６園の内３園、小学校９校の内６校、中学校は４校(全校)の

学校訪問を実施しました。 

 
◇ 取組事項：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 》(教育長会議関係は除く) 

  市 関 係 国 ・ 府 関 係 

4 月 

･教職員人事異動辞令交付式(1日) 

･年度当初校･園長会(1日) 

･市立幼稚園入園式、小・中学校入学式(4日､ 

6 日､8 日､9 日､10 日) 
  

5 月 

･市議会第１回臨時会 

･市議会第 2回臨時会 
･山城地方教育委員会連絡協議会総会及び委員

長部会・教育長部会合同研修会(8 日宇治田原

町) 

･京都府市町村教育委員会連合会定期総会及び

研修会(22 日京都市内) 

 

6 月 ･市議会第 2回定例会   

7 月 
  ･綴喜地方教育委員会連合会総会(3日八幡市)

8 月   

9 月 

･市議会第 3回定例会 

･市立中学校体育祭(19日) 

 

  

10 月 

･市立小学校運動会(3日)

･市立幼稚園運動会(10日) 

･市民文化祭(31日) 

･近畿市町村教育委員研修大会(14 日神戸市) 

11 月 

･市議会第 3回臨時会 

･市スポーツ賞･文化賞表彰式(3日) 

･青少年の主張大会(3日) 

･第 1回歴史シンポジウム(29 日) 

･京都府市町村教育委員研修会(4日京都市内)

･市町村教育委員会研究協議会分科会(20 日大

津市) 

12 月 
･市議会第 4回定例会 

･八幡市立幼稚園教育研究会(2日) 
  

1 月 
･市成人式(11 日)                

2 月 
･市議会第 1回定例会 

･第 27 回八幡市立幼稚園のつどい(20 日) 

･山城地方教育委員会連絡協議会教育委員研修

会(19 日城陽市) 

3 月 

･市立幼稚園卒園式､小・中学校卒業式(12 日､ 

18 日､19 日､24 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「八幡市総合計画第 3 次実施計画」に基づき、平成 20

年度教育施策を基本方向、主な施策の順に掘り下げ、その｢主な施策｣には事務事業の

内容･実績･成果･今後の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事務事業点検･評価委員の御協力により色々な意見・助言等

を頂きました。 
   
《 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） 

・木島 芳春（京都教育大学講師、元八幡市立中学校校長） 
 

《 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･評価委員からの御意見等(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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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

内　　容

・　地域及び各種団体との協調を図りながら、人権問題に関わる学習講座の開催・街頭啓
　発活動の展開・機関紙（人権だより）の発行等、人権啓発に関する取り組みをさらに推進
　する。

・　人権教育推進協議会において、人権啓発事業を実施しているが、近年、参加者が減少
　傾向にあり、地域及び諸団体と連携をとりながら、組織の充実と会員の拡大を図る。

５　評価結果

（１）　人権・平和

　　＜基本方向＞

人権の尊重と平和な世界の実現のため、一人ひとりの人権が尊重される社会をめざして、啓発活動を通じて人
権意識の高揚を図るとともに、市民が人権に対する理解を深め、自ら行動することを促進していく必要がありま
す。
このため、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の正しい理解と認識を深める学習機会を拡充させるととも
に、人権意識の高揚が図れるような取組を推進します。
また、恒久平和の理念に基づき、平和に関する学習機会の拡充や情報の提供、市民との協働による市民主体
の平和活動を推進します。

主な施策 　人権教育・啓発の推進

　　今後も、地域・学校・家庭及び各種団体などの協力を得て、人権教育学習講座や人権啓
　発街頭活動をより一層推し進めて行く。また、「人権だより」・「広報やわた」・「八幡市ホーム
　ページ」などを活用して、多様な広報活動を展開して行き、市政の主要課題である、「人権
　を尊重し、だれもが輝く地域づくり」を推進する。

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

２１年度実績

・　市内９校区部会活動費を助成。（各部会別の主な取り組みとして、人権に関する学習講座
　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１３小・中学校に募集をした結果、小学生　433点、中学生699点、
　合計1,132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50点　計65点の作品が選ばれた。（12月5日
　（土）に開催された八幡市小・中学生人権啓発ポスターコンクール展において、入選者15
　人が表彰を受けた。）

・　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。
　　・2009年6月6日（土）文化センター
　　　　　テーマ「笑いで生まれる人間関係」　講師　福井　直秀さん
　　・2010年3月6日（土）松花堂庭園・美術館
　　　　　テーマ「子どもが安心してすごせる街づくり」　講師　福嶋由里子さん

成果・課題
及び

今後の目標

・　平成21年度において人権教育学習講座を2回開催を行った結果、延べ150名の参加が
　あり、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。

 ・　市内９校区部会で人権に関する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うことで、地域の住民に人
　権問題に対する正しい理解と認識を浸透させることができた。

・　人権啓発ポスターコンクール展では、市内13小・中学校から1,132点の作品の出展があ
　り、人権問題への意識を高めることができた。
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評価

B

担当課等 学校教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

B

コメント

　小学校英語活動の推進

内　　容

・　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、多文化や言語に対する理解を深める。
・　小学校5、6年生は　年間35時間の外国語活動で実施
・　小学校3、4年生は　年間5時間程度、学校裁量の時間で実施

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

（２）　国際理解

評　　　価
及び

委員コメント

・　人権教育啓発に関する継続的な取り組みについては評価できる。
・　参加者を確保するため、過年度の参加者へのアンケート調査を行い、広報の仕
　方や学習内容を工夫していくなどの取り組みが必要である。

　　＜基本方向＞

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）に、ネイティブスピーカー（外国人講
　師）の配置を行い、生きた英語に触れ合わせることができた。

・　1、2年生にも学級活動等の時間で、英語に親しむため、ネイティブスピーカーとの授業を
　2時間程度実施。特に英語でのうたやゲームなどは子どもたちの興味を引き、英語への親
　しみ、楽しさと期待感を持たすことができた。

・　ネイティブスピーカーだけでなく、担任のソロティーチングの充実
・　１～４年生の授業時間の確保（学級裁量に時間）
・　文部科学省の「英語ノート」の活用した年間計画の見直しと実践
・　中学校との連携と小学校での授業効果の評価
・　地域在住の外国人へのアプローチと交流の推進

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

・　5、6年生の外国語活動との連携を考えた小学校3、4年生の指導内容の刷新及び指導
　計画の作成。

２１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時間程度実施した。

主な施策

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に推進されている。
・　5、6年生については、ネイティブスピーカーと触れる機会が増えるなど、改善が
　見られる。
・　今後、市内在住外国人との交流や活用を一層図られたい。
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担当課等 教育研究所

成果

課題

今後の
目　標

評価

B

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

２１年度実績

・　第8回英語フェスティバルを開催。約500人の参加。
　　AETも幼･小・中･高校生とともに出演。コメント発表。

･　英語指導助手（AET）市内４中学校英語指導を実施。幼･小学校低学年への英語体験
　活動を指導。（中学校定期訪問159日、幼稚園・小学校等随意訪問21日）

主な施策 　外国人英語指導助手招致

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　AET担当者による評価に基づく指導法改善については評価できる。
・　中学生については、英語授業との関係から効果測定が必要である。
・　近隣大学と提携し、留学生などの活用策も検討されたい。

成果・課題
及び

今後の目標

・　英語フェスティバルを通して、出演者は英語による表現力を伸ばすことができ、参観者も
　様々に工夫された英語発表を楽しむことができた。

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

・　英語授業改善に向け、AET担当者会を開催し協議した。教育研究所AET担当者により評
　価活動を行い、本人に指導したことにより、指導法に改善が見られた。

　　中学校英語授業の一層の充実に向け、AETの増員が必要である。

･　英語フェスティバルの継続開催。

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

・　各中学校での英語授業におけるAETの年間授業指導時数状況や近隣他市の配置人数・
　活用状況などを調査し、増員に向けて取り組む。
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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

（３）　幼稚園

　　＜基本方向＞

子育てと仕事を両立する家庭に対する保育内容の充実を図るとともに、家庭のみで子育てをしている人の孤
立化を軽減するために、家庭保育への支援や子育て家庭の地域での交流に努めます。
教育においては、「生きる力」の基礎を育成することを基本とし、人とかかわる力や豊かな心を育て、創造的な
思考や主体的な生活態度の基礎を培っていきます。
　また、保育園、幼稚園、小学校の連携を強化するとともに、地域との交流も大切に取り組んでいきます。

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。
・　預かり保育の部屋の改善は評価できる。

主な施策 　就学前教育の充実

内　　容

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

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

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

・　保育園・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。
　　　園開放の推進、地域交流の推進。

２１年度実績
　　幼稚園の預かり保育　　　6園　　一時預かり　4,053件　月極め　489件
　　幼稚園の園開放　　    　 6園　　延べ73回

成果・課題
及び

今後の目標

　　核家族が多い保護者にとって預かり保育や子育て相談等が、子育て支援につながって
　いる。また、各園の預かり保育の部屋にエアコンを設置し、預かり保育の充実を図った。

　　近年の子育て状況に対応するため、さらなる子育て支援活動の充実を図る。

　　園庭開放を実施し、子育て支援活動を進める。
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担当課等 学校教育課

成果

課題

目標

評価

A

担当課等 学校教育課

成果

・　概ね良好に実施されている。
・　図書館司書の配置／巡回、学校図書館システムの導入などの取り組みは評価
　できる。更なる充実を図られたい。
・　「みんなの本棚」の活用を図り、国民読書年の活動に活かされたい。

　学校再編整備

・　図書館司書を配置したことにより、図書の整備と管理が出来るようになった。

・　学校図書館システムの導入により、貸出状況及び蔵書管理が容易にできるようなった。

　　現在図書館司書は、中学校ブロックを単位として4名を配置しているが、学校図書館をより
　充実させるため、図書館司書の増員が必要である。

　　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。

内　　容
　　少子化社会に対応するため、過去に配置された学校を現在及び将来の児童の地域的
　分布に適合するよう平成１８年度から５年間で８小学校・４中学校に再編する。

（４）　学校教育

２１年度実績

・　各中学校ブロックを基本に1日7.5時間勤務の図書館司書を4名配置。約2週間を1つの
　サイクルとして小・中学校を巡回し、図書の充実、貸出、読み聞かせ、授業に必要な図書
　資料の準備を行なった。

・　学校図書館システム（パソコン等）を導入し、図書情報のデータ化を行ない、バーコード
　リードによる貸出を行なえるようにした。

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、児童生徒の言葉
　の力の向上を図る。

　　＜基本方向＞

学校教育は、確かな学力､豊かな人間性､健康な体力など「主体的に生きる力としての人間力」の育成を基本と
し､社会の変化に柔軟かつ的確に対応する能力や資質の育成に努めます｡また、地域に開かれた学校づくりを
推進し､学校、家庭、地域の連携による教育環境を高めます｡
「学校ユニバーサルデザイン化構想」を推進し、再編整備後の跡地利用や学校施設の耐震化の推進を図るた
め、具体的な計画を策定し、耐震補強工事等を進めていきます。
教育研究所における教職員研修及び教育研究事業、教育相談室及び適応指導教室の運営の充実により、本
市の教育課題解決のための支援を行います。

２１年度実績
・　八幡第二小学校、八幡第四小学校、南山小学校の３校を２校に再編し、校舎は八幡第
　二小学校と南山小学校を使用し、八幡第二小学校をくすのき小学校に改名して平成２２
　年度から統合する準備を行った。

成果・課題
及び

目　標　等

・　学校規模や配置の適正化とよりよい教育環境の整備が進められた。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

主な施策
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課題

今後の
目　標

評価

A

担当課等
学校教育課・教育研究所
・南ヶ丘教育集会所

成果

課題

　　少子化の進展に伴い、児童生徒数が大幅に減少する中で、学校規模を適正に保ち、質
　の高い教育を推進するため、学校再編（校区見直し）を進めていく。

成果・課題
及び

今後の目標

・　地域及び各種団体との協力を得ながら、八幡第四小学校の児童がくすのき小学校へ安
　全に登下校出来るようにするため通学路の整備が必要である。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　再編整備による教育の質的な向上についても期待する。

主な施策

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。

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

・　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。

　学力の充実・向上

２１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、一定構築できた。

・　教職員研修・講座
　　　学校教育課主催で、新転任者に向けて、本市の教育や重点についての研修を実施し
　　43名参加した。
　　　教育研究所においては、全教職員対象の研修大会を実施。また研修講座を42講座実
　　施し、868名が参加した。

成果・課題
及び

今後の目標

・　ｅスクール構想
　　　各校において、教職員研修会を実施し、指導方法の改善を図ることができた。また、学
　　校評価により課題が明確になった。

・　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。

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

・　ｅスクール構想では、今後更に個に応じたきめ細かな指導の充実を図る必要がある。

・　90％以上が地域の児童・生徒の参加者となっている。

・　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。
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今後の
目　標

評価

B

担当課等 学校教育課

成果

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　主体的な学習の展開や小中連携の具体的な進捗状況の把握および課題分析
　が必要である。

・　ｅスクール構想の継続により市内各校における学力の向上を図る。

・　関係機関と連携を取りながら、指導主事が全小・中学校に出向き呼びかけするなど、市内
　全域から参加できる体制を図ること。

・　ICT関連や教育相談講座において、参加・体験型の講座を設定したり、講座内容に見合
　った市内の有能な教職員を講師とするなどして、教職員の実践力量を高める。

内　　容

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

・　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。

・　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普通学級児童との交流を
　　行う。
　　　毎年市内小学校2校で順次実施。

２１年度実績

・　特別支援教育支援
　　　京都教育大学の大学生・大学院生を特別支援教育支援員として小・中学校に派遣し、
　　大学生・大学院生が特別支援教育の支援活動を行うことにより特別支援教育の充実を
　　図った。
　　　（週5回/校）　1日4時間程度　　年間出務回数　延べ1,588回

・　夏の地域学校
 　　　7月28日（火）　八幡第四小学校と美濃山小学校の2会場で実施。
　　　　　参加児童生徒､保護者､教職員　2会場総計約400名

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　11月28日（土）　市民交流センターで講演会を実施。
　　　　　参加者約80名　　講師　桃山養護学校総括主事　吉田美種先生

主な施策 　特別支援教育の推進

・　特別支援教育支援
　　　当初の目標であった週5回出務が達成できたことで教育支援の充実が図れた。

・　夏の地域学校
　　　多くの参加者があり障がいに対する理解と認識を深める機会とすることができた。

・　特別支援教育を共に考えるつどい
　　　八幡市内に新しくできる特別支援学校のことや、特別支援教育についての内容が、よく
　　わかったとの感想を得た。
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課題

今後の
目　標

評価

A

担当課等 学校教育課　子ども会議の支援

内　　容

・　子ども会議の事務局として、会議の開催及び活動を支援する。

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

・　市長への提言は、担当部局と協議し、適切な配慮のもとに迅速な対応を図る。

２１年度実績

・　市内小中高等学校14校から推薦を受けた委員32名が5グループに分かれ、八幡市を良く
　するための討議や調査活動に取り組み、内容の報告と提言を映像にまとめた。

・　会議の開催（6回）
　　　　　　　　7/11（土）、8/29（土）、10/31（土）、11/28（土）、1/24（土）、1/30（土）

・　全日活動の実施（2日）　：　8/29（土）、10/31（土）

・　市長への提言　：　3/6（土）

・　各グループのテーマ
　　　「八幡を守れ！～ストップ！八幡の温暖化キャンペーン～」
　　　「ポイ捨てをさせない」
　　　「竹夫と炊太郎（たけたろう）プロジェクト」
　　　「八幡山から見る新しい八幡検定」
　　　「歩道～人と人がつながる場～」

・　特別支援教育支援
　　　1校あたり　5日〔20時間〕/週をめざす。

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

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

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　特別支援教育支援について、出務回数が昨年の約２倍になるなど、教育支援が
　充実している。
・　今後、さらに大学生を含む支援の外部人材の確保が課題となると思われる。
・　22年度開設の京都八幡支援学校との計画的交流を図られたい。

主な施策

成果・課題
及び

今後の目標

・　特別支援教育支援
　　　学校によっては2人～5人の支援員を交替で配置している学校もあるため、可能な限り
　　1校当たり1人の支援員で対応していく。

・　夏の地域学校
　　　啓発活動は､身近なところから、できることからしていく。そのことを多くの人に伝え、
　　継続していく。

・　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ない。
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成果

課題

今後の
目　標

評価

A

担当課等 学校教育課

　　八幡市の学校改革の取組のひとつとして、子どもが積極的に社会活動に関わることによ
　り、住民自治の基本や住民参加の必要性を学び、将来の主体的住民参加の土壌形成に
　つなげていく。

・　八幡市独自の、個々の学校を超えたシティズンシップ教育への実践的な取り組
　みとして拡充されたい。
・　今後は、市内外への積極的な広報や、地域住民とのさらなる協力体制作りが望
　まれる。

成果・課題
及び

今後目標

・　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。

・　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。

内　　容

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

・　小・中学校はぐくみネットプラン
　　　児童、生徒の個性を大切にした教育と地域に開かれた特色のある学校づくりを推進す
　　るため、地域社会との交流活動や実践研究を行う。

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

２１年度実績

・　京の子ども夢・未来体験活動推進
　　　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。

・　小・中学校はぐくみネットプラン
　　　各学校がそれぞれ特色ある学校づくりをめざした事業を実施した。

・　小学校音楽鑑賞会開催
      12月3日（木）の開催を予定していたが、新型インフルエンザの影響により中止。
　　　平成22年度は5、6年生を対象に実施予定。

主な施策 　体験活動の推進

評　　　価
及び

委員コメント

コメント
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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

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　学校毎に特色ある取り組みが行われていることは評価できる。
・　子ども達が継続的に体験型学習ができる体制作りをすることが望ましい。
・　はぐくみネットプランにおける地域社会との交流活動を広く中学校区ごとに市民
　に伝える場を設定されたい。

主な施策 　学校体育の充実

成果・課題
及び

今後の目標

・　京の子ども夢・未来体験活動推進
　　　体験を通じて働くことの喜びや苦労を学び、仕事に対する理解を深めることができた。

・　小・中学校はぐくみネットプラン
　　　各学校がそれぞれ特色ある学校づくりをめざした事業を展開することで、地域社会と
　　の交流活動や実践研究を通して一人ひとりの子どもを大切にした教育活動の促進が
　　図れた。

・　小学校音楽鑑賞会開催
　　　新型インフルエンザの影響で中止。

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

・　小・中学校はぐくみネットプラン
　　　児童、生徒の発達段階に応じた取組にするため、小・中学校のきめ細かな連携のもと、
　　系統的な事業計画の作成が必要である。

・　平成22年度の音楽鑑賞会は、1日で2学年を動員するため、学校と市教委とのより密な
　連携が求められる。

・　京の子ども夢・未来体験活動推進
　　　自分の将来に対して大きな夢や希望を持った子どもを育むために、充実した体験活動
　　を行う。

・　小・中学校はぐくみネットプラン
　　　児童、生徒の個性を大切にした教育と特色ある学校づくりを推進するため、今後も事業
　　の充実を図る。

・　小学校音楽鑑賞会では、楽団の演奏に合わせて合唱する等、児童参加型の鑑賞会の
　開催をめざし、子どもたちの感性や集中力、鑑賞マナーの向上を図る。

内　　容

・　クラブ活動支援
　　　各種部活動の技術向上と教育活動の活性化を図るため、広域大会等への参加や市民
　　体育館及び文化センターの利用に対し助成を行う。（参加助成、施設使用料助成）

・　小学校陸上交歓記録会
　　　児童の陸上運動の普及・親睦・交流を図るため、小学校6年生を対象に開催する記録
　　会に助成を行う。

２１年度実績

・　クラブ活動支援
　　　全国中学校体育大会、全日本中学校陸上競技大会等への参加費（交通費・宿泊費等）
　　を助成。助成件数9件、助成人数、延べ137人
　　　市民体育館及び文化センター使用料の助成、延べ62回

・　小学校陸上交歓記録会
　　　　場所：山城総合運動公園陸上競技場　実施日時：10月20日(火)
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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
及び

今後の目標

・　クラブ活動支援
　　　中学生のスポーツ振興等と競技力の向上を図ることができた。

・　小学校陸上交歓記録会
　　　競技体験を通して、児童の体力及び基礎運動能力の向上を図ることができた。
　　　本格的な競技場で実施することで、運動への興味・関心を高めることができた。
　　　小学校体育連盟が、大会前に新体力運動能力テストの結果から課題の分析を行った。

・　クラブ活動支援
　　　21年度から、参加費助成の大会を拡充（ジュニアオリンピック大会参加費を新たに対象）
　　しており、今のところ特に課題はないと思われる。

・　小学校陸上交歓記録会
　　　小体連の理事が学校体制との関係で毎年変わるため円滑な競技運営に支障をきたす
　　ため理事の定着を図る協力要請を行い、実施ノウハウの継続ができる工夫が必要。
　　　記録会の記録を分析し、課題を分析する。

・　クラブ活動支援
　　　心身ともに健全で、自主性・社会性・創造性にあふれた生徒を育成するため、引き続
　　き、支援を行う。小中の連携による競技力強化のための体制整備を検討する。

・　小学校陸上交歓記録会
　　　中・長距離の強化のための種目の見直し。
　　　児童数の減少に伴い、効率的な運営と種目の見直し。

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
　　　家庭の手作り弁当を基本とする中学生の昼食に対し、諸事情により弁当を持参できない
　　生徒のために、栄養価に配慮した業者弁当注文配送方式による昼食サポート制度を全
　　ての中学校で実施する。
　　　手作り弁当の補完対策。
　
・　教職員研修
　　　学校給食調理員・栄養教諭研修の実施。

２１年度実績

・　小学校給食運営
　　　市内全小学校で八幡産ヒノヒカリを使用した米飯給食や地元の野菜・果物・味噌を使っ
　　た学校給食を実施した。

・　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4個の利用があった。

・　教職員研修・講座
　　　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。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　より広範な児童の基礎体力向上を目的として、新体力運動能力テスト結果を
　「体づくり運動」に活用されたい。

主な施策 　学校給食の充実

16



成果

課題

今後の
目　標

評価

A

担当課等 教育総務課

成果

課題

主な施策 　安全・安心な学校整備

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3.5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。また、学校満足度調査では、
　　学校給食を「美味しい」と答えた児童は、全体の約92％であり、児童が満足する給食を
　　実施することができた。

・　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制度ではあるが、利用者が少ないこ
　　とから、注文方法を食券方式にした。

・　教職員研修
　　　各学校の調理員が、給食を教材とした指導用資料を作成するなど、意識を高めることが
　　できた。

・　小学校給食運営
　　　食材をとおして更に地域への関心を深めるための工夫が必要である。

・　中学校昼食サポート制度
　　　食券方式を取り入れたが、さらに、本制度の周知徹底が必要である。

・　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
　　　さらに地元の食材を使用した給食の回数をふやす。

・　中学校昼食サポート制度
　　　食券方式によるサポート制度の定着をめざす。

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。

成果・課題
及び

今後の目標

・　小・中学校整備
　　　平成21年度末における学校施設耐震化率は、77.3％となり、計画的に推進することが
　　できた。

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

内　　容
・　小・中学校整備
　　　耐震診断結果に基づき、校舎や体育館の耐震補強及び老朽化した施設の改修を行う。
　　　　八幡小学校体育館耐震補強工事 等

２１年度実績
・　小・中学校整備
　　　男山第二中学校、八幡小学校、八幡第二小学校、橋本小学校の耐震補強工事及び
　　老朽化に伴う大規模改造工事を実施。
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今後の
目　標

評価

A

担当課等 教育研究所・学校教育課

成果

課題

・　小・中学校整備
　　　平成22年度末での耐震化率100％をめざし、耐震補強工事を進めるとともに、老朽化の
　　著しい施設について、財源確保に努めながら改修について検討していく。

内　　容

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

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

・　朝スキプロジェクト
　　　兵庫県立リハビリテーション中央病院子どもの睡眠と発達医療センター三池輝久セン
　　ター長の監修のもと、市内児童生徒の生活実態調査「睡眠ログ」を作成し、分析・追跡を
　　行なうことで睡眠の要注意児童生徒の早期発見と早期対応、及び医療連携を見据えた
　　指導・啓発を行う。

２１年度実績

・　教育相談室開設
　　　来所・訪宅・電話相談 　792回

・　適応指導教室(エジソン広場)開設
　　　通室児童生徒数15人（小学生4人、中学生11人）のうち、完全復帰2名、部分復帰12名

・　自立支援教室（カメリアルーム）開設
　　　 22人（小学生3人　中学生14人　中卒生5人）のうち、完全復帰7名、部分復帰10名

・　朝スキプロジェクト
　　　市内全小・中学校で、年2回、2週間の睡眠ログ記録を実施。
　　　　・１回目：6月中旬　5,415名　　　・2回目：10～11月　5,494名

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・学校施設耐震化率も着実に高まっており、概ね良好に計画が進捗している。

主な施策 　生徒指導・教育相談

成果・課題
及び

今後の目標

・　教育相談室では、粘り強い相談活動を続ける中で、受理者28名が徐々に心に力をつけ、
　正常な学校生活を送れるようになった。

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

・　睡眠ログの分析結果の指導・啓発により、睡眠について指導が必要な児童生徒が18％
　減少。不登校につながるおそれのある危険信号の睡眠は、78％減少した。

・　今後もエジソン広場・カメリアルームへの入室希望者が多くなることが予想されるが、定員
　枠を超えた場合の対応を検討する必要がある。

・　市内全体での生活リズム睡眠の重要性についての啓発。

・　医療連携を含めた不登校児童生徒への指導の在り方。
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今後の
目　標

評価

B

担当課等 教育総務課・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

・　完全・部分復帰者が出ていることは評価できる。
・　今後は、部分復帰にとどまった、あるいは復帰ができない生徒の実態把握と要
　因分析及び進路指導の充実を図る必要がある。

主な施策 　安全対策

・　市内小中学校や関係機関とエジソン広場・カメリアルームとの一層の連携した取り組みに
　より、不登校の減少を図る。（各校での別室登校等との連携した取組の強化）

・　継続した取組を行い。比較検討していく。

　　対象学年や小学校1年生へのCAPプログラムの内容の検討が必要。（現在小学生用で
　あるが、実施時期が6月のため就学前のプログラムでも対応できる。）
　　警察等との連携によるより積極的な防犯対策が必要。

　　対象学年の見直しや、プログラム内容の検討を行い充実したCAP研修の実施をめざす。
　　諸機関連携の強化を図る。

内　　容

・　小･中学校安全対策
　　　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。

２１年度実績

　　小学校1、4年・中学校3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。
　　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・スクールガードリーダーとの連携。

成果・課題
及び

今後の目標

・　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、家庭内での暴力等を吐露す
　る児童もみられ、避難方法等の習得を図れた。

・　市全体での取り組みによる統一した指導を徹底することができた。

・　地域との連携の強化による安全対策の充実が図れた。

・　八幡市防犯協会より、小学校へ不審者対策のネットランチャーの寄贈を受けた。

・　学校保健安全法による安全対策（危機管理マニュアル）等の見直しをした。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　不審者の事案が後を絶たない現状から、CAPプログラム研修を活かすとともに、
　他機関と連携した対応の仕組みづくりなど、さらに安全対策を拡充していく必要
　がある。
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担当課等 教育総務課

成果

課題

今後の
目　標

評価

B

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

２１年度実績 　　年2回発行、1回8,000部作成

主な施策 　教育情報の提供

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ホームページの拡充など、迅速な情報発信への取り組みが望まれる。

成果・課題
及び

今後の目標

　　広報紙により教育の情報を発信することにより、学校・家庭・地域での情報の共有化が
　図れた。

　　広報「やわた」のように毎月の発行でないため、情報がリアルタイムに伝えられていない。

　　今後は、教育に係る重要施策等の特集号的なものに代え、通常は広報「やわた」、ホー
　ムページなどを利用して全市民に対して教育行政への理解を促し、本市教育のより一層の
　充実・振興を図るための情報を提供する。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

（５）　青少年健全育成

・　青少年を対象にリーダー育成を図り、異年齢層との連携強化の取り組みを進める。

・　地域及び家庭・学校・各種団体との連携強化を行い、青少年を取り巻く環境浄化活動の
　充実を図る。

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の活動に対して助成
　　する。　リーダースキャンプ研修会等の活動助成

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

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

・　青少年の主張大会開催
　　　青少年の代表が学校や家庭、地域での生活を通して考えることや思うことを全世代の
　　市民参加のもとに発表し、互いの交流と理解による青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。

２１年度実績

・　成人式開催
　　　参加者　454人、対象者　663人(参加率　68.5％)

・　子ども会活動助成
　　　32子ども会・会員　4,121人

・　青少年の主張大会開催
　　　発表者 14人・参加者　350人

・　リーダースキャンプ研修会開催(7月18日・19日)
　　　参加者　36名

・　少年少女合唱団運営
　　　団員32人（中学生　6人　小学生　26人）　週1回練習・定期演奏会等随時開催。

成果・課題
及び

今後の目標

　　地域・学校・関係機関から、各事業の活動に多数の参加者があり、主にリーダースキャン
　プ研修会や青少年の主張大会において、見知らぬ児童、生徒同士が知り合い、お互いに
　理解を深めながら交流が図れた。

　　少子化が進む中、今後は、地域・家庭・学校等と密接に連携を取りながら、将来に渡り
　多様な青少年の活動を行う機会を作り、支援する事が必要。

　　＜基本方向＞

　社会環境の移り変わりが激しく、その変動に即座に対応することが困難な社会状況にあります。
そのようななか、周辺環境の監視や整備を地域社会単位で取り組みながら、大人が子どもたちに積極的にかか
わり、同年齢だけでなく異年齢のなかで多様な活動を行う機会をつくる必要があります。
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評価

A

担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

C

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　今後、大人による子どもの見守り活動に関する現状把握や、青少年の健全育成
　のための環境評価など、より幅広い視点からの検討が望まれる。
・　子ども会活動と学校との連携を図られたい。

　　地域と学校とが密接に連携を取りながら、家庭教育の向上を努める。
　　　・ふれあい体験活動の取り組み強化。
　　　・家庭教育講座の開催。

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。

２１年度実績

・　子育て講座
　　　6回開催、参加者 延　740人

・　ふれあい体験学習
　　　5回開催　参加者　延　17人

主な施策 　家庭教育の推進

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　ふれあい体験学習については、多数の市民が参加する段階には至っていない
　ため、開催時期だけでなく、内容、開催方法のあり方についても再検討する必要
　がある。
・　子育て支援講座の中に、「しつけ」の共同化を位置づける必要がある。

成果・課題
及び

今後の目標

　　子育て支援講座には、地域の方も含め多数の参加者があり、就学前の子どもと保護者を
　対象にした講座では、親子での食事やふれあいを通して、コミュニケーションを取りながら
　楽しく子育てをすることを学んだ。また、思春期の生徒と保護者を対象にした講座では、ビ
　デオ上映や講演から難しい年頃の子どもの接し方や性感染症に関して学び、身体や精神
　に与える影響について正しく理解を深めることが出来た。

　　ふれあい体験学習の開催に向けた取組みとして、京都八幡高等学校及び子育て支援
　センターで日程調整を行い、夏休み、冬休みの時期に体験学習を実施をするため、他の
　諸行事と重なり、参加希望者の日程調整に苦慮しているところである。今後は、より多くの
　生徒に子ども達とふれあう大切さを学んでもらえるよう、学校及び子育て支援センターと連
　携を取りながら、体験学習講座の開催時期等について、検討をして行く必要がある。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

B

内　　容

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

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

・　学校支援地域本部事業（男山中学校・男山第二中学校）
　　　「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、男山中学校区
　　及び男山第二中学校区の小・中学校の教育活動を支援するため、中学校区に学校支援
　　地域本部を設置。学校の要望を地域コーディネーターが支援ボランティアと調整し、活動
　　に取り組む。

２１年度実績

・　子どもまつり助成　9ＰＴＡで実施

・　地域ふれあい交流事業　計12回　参加者　延613名　（内障がい者参加193名）

・　京のまなび教室推進事業（含む放課後学習クラブ）
　　　八幡小学校他5校　計263回　参加者　延　4,025人

・　男山中学校校区学校支援地域本部事業
　　　男山中学校の校内草刈りを実施。また、地域の絆を深めるため、「絆フェスタ」を開催。

・　男山第二中学校校区学校支援地域本部事業
　　　男山第二中学校の学習支援や八幡第二小学校、八幡第四小学校のクラブ活動支援、
　　校内草刈りや学校周辺の清掃活動を実施。また、校区「ふれあいフェスティバル」を他
　　団体と共催した。

主な施策 　地域社会との連携

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　「地域ふれあい交流事業」、「京のまなび教室推進事業」については、比較的
　多数の参加があり、概ね良好に事業が推進されている。
・　「絆フェスタ」「ふれあいフェスティバル」に代表されるような、地域・家庭・学校・
　ボランティアなどのつながり作りの場を、市全体に広げていくことが望まれる。
・　学校支援協議会が全校に、また学校支援地域本部が2校目の設置をみて活
　動が始まり、学校ＵＤ化構想の「人と人が支え合う学校づくり」が具体化してきて
　いる。

成果・課題
及び

今後の目標

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

・　子どもまつり助成と京のまなび教室推進事業では、地域住民と子どもとの交流が図れた。

・　放課後学習クラブでは、学習アドバイザーの指導もあり児童の学習に対する姿勢の変化
　が見られ自学自習力と学習意欲の向上を図ることができた。

・　学校支援地域本部事業では、学校と地域ボランティアが一緒に学校内の環境整備や校
　区のイベントを開催し、地域が支える学校、地域・学校が一体となって子どもたちを育む仕
　組みづくりの第一歩を踏み出すことができた。また、地域の連携強化が図られた。

・　嗜好の多様化で、求心力のある事業が展開できない。

・　家庭における教育力の低下。

　　子ども達が安全に安心して学び、遊べ、育める環境づくりのため、地域・家庭・学校がより
　一層連携の図れる事業を実施していく。
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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

（６）　生涯学習

　　＜基本方向＞

高齢社会への変遷に伴い、生活課題や市民の意識が急激に変化してきている現在、従前の講座開催の手法
にとらわれず、より効率的・効果的な講座など学習機会をより多くの市民へ提供できる環境づくりをめざします。
京都府や近隣市町の図書館との協力体制を促進し、全域を一つの図書館とする発想のもとでの情報・資料提
供サービスをめざします。

２１年度実績

・　生涯学習センターの管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　2,390件
　　　学習情報の提供　　パンフレット等約600種類
　　　印刷機器の利用　　サークルや自治会等が総会資料等の印刷

・　公民館の管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　10,648件
　　　登録サークル　　　　249サークル

・　市民交流センター管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　1,961件

主な施策 　施設の管理運営

内　　容

・　生涯学習センター管理運営
　　　市民の学習機会の拡充を図るため、中核施設として生涯学習センターを運営する。
　　　生涯学習センターだより発行。
　　　生涯学習人材バンクの活用。

・　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り、生涯学習社会
　　の推進をめざすため市民交流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。

成果・課題
及び

今後の目標

・　生涯学習センター、公民館
　　サークル活動等の利用と主催事業を合わせ、7施設で200,285人の市民に利用いただき、
　学習を深めていただくことができた。また、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の役割を果たせた。
　　人材バンク活用においては、過去の登録者の整理をし、活用しやすくした。

・　市民交流センター
　　年間利用件数が21年度は前年に比べ109件減少したものの、各社会教育団体の活動促
　進が図れている。

・　インターネットの利用はあるもののまだまだ活躍の場が少ないため、センターだより等を通
　じて広報宣伝をする必要がある。

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

・　施設の補修整備と、ネット情報の発信する基地としての役割を果たすため広報宣伝を行
　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活躍の場を提供を含め利用の
　促進に努めていく。
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評価

A

担当課等 生涯学習センター

成果

課題

今後の
目　標

評価

B

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より講師を市民に紹介し､市民の学習活動を支援する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　ホームページやメーリングリストなど、インターネットのより積極的な活用が望まれ
　る。
・　財政状況を勘案して、施設設備の更新計画の策定が必要である。

主な施策 　生涯学習の推進

成果・課題
及び

今後の目標

・　講座等の主催事業は、延べ6,２00人の参加があり、市民の学習活動の支援に寄与するこ
　とができた。

・　生涯学習フェスティバルにおいて、毎年有名な方の講演や市民が学習活動を実践すると
　ともに、自らの活動を発表することで、市民の学習意欲の向上を図ることができた。

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

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

・　今の講座を継続しつつ、若年層を対象にした新たな講座の開拓をめざす。

・　市民の社会教育活動の一つとして、人材バンク登録者の利用促進を図るための広報宣
　伝を行う。

評　　　価
及び

委員コメント

２１年度実績

・　生涯学習講座の開設
　　　講座開設　　43回、参加者 延 3,635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、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、子ども科学教室、人形劇まつり、冬休み・春休みお楽しみ劇場、市民医学
　　　　講座等　（※経済セミナーは、新型インフルエンザのため直前で中止）
　　　生涯学習センターだより　　6回発行

・　生涯学習フェスティバルの開催
　　　3日間、　参加者 延 2,5４３人
　　　市民の舞台発表　公募の2７団体　　　　　ワークショップ、　公募等の20教室
　　　作品等展示　　　　公募の10団体　　　　講演会、狂言、広場での演奏等

・　生涯学習人材バンクの紹介
　　　市ホームページで、62人団体（個人を含む）を紹介。

コメント

・　新たな講座の開設や人材バンクの利用促進のため、生涯学習講座やフェスティ
　バルにおいてアンケート調査などを実施するなど、生涯学習への市民ニーズを把
　握する取り組みが必要である。
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担当課等 生涯学習センター

成果

課題

今後の
目　標

評価

A

担当課等 市民図書館

成果

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、市民ニーズや国民的課題に対応
　　する講座等各種講座を開設する。また、各サークル活動を支援する。

２１年度実績

・　公民館講座の開設
　　　講座等開設　15４回、参加者 延 3,099人
　　　　環境学習、男の料理教室、親子茶道教室、医療講座、中国語教室、子育て支援教
　　　室、おばあちゃんと子どもの裁縫教室、エコ布ぞうり教室、光る泥だんご教室、ロボット
　　　科学教室、ガーデニング教室、交流卓球教室等

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

主な施策 　公民館講座の開設

成果・課題
及び

今後の目標

　　公民館講座は、6施設合わせて、74講座、154回開催し、約3,000人の参加をいただき、
　市民の学習活動の支援に寄与することができた。とりわけ国民的課題である環境や少年
　の理科力の向上、健康の増進に寄与した。

　　公民館講座の内容については、多種多様な種類の講座を開催し一定成果はあったもの
　の、青年層や婦人を対象にした講座が少ないため、今後講座内容も含め増やす必要があ
　る。

　　青年層や婦人を対象にした新たな講座の創出と、環境や健康を重視し、尚且つ市民の
　ニーズにあった公民館講座を積極的に取り入れ、市民の学習活動への支援の充実をめ
　ざす。

２１年度実績

・　市民1人当たり貸出冊数 8.38冊

・　八幡市小中学校教員、市民図書館員、教育委員、教育長、市長による小中学生のため
　の推薦図書目録『みんなの本棚』を作成。
　　　　中学生版　600部　　　小学生版　400部

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　市民の多様なニーズを把握し、さらなる取り組みが望まれる。
・　今後、ボランティア養成講座等も開設し、奉仕・体験活動の学習機会の充実を
　図られたい。

主な施策 　図書館の充実

・　コンピュータシステムを更新したことで新たに「京都府図書館総合目録ネットワーク」の
　横断検索が稼動し、府内図書館間の蔵書データ検索が容易となり、相互の協力体制が
　進化した。

内　　容

・　図書館資料(図書)等整備
　　　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。
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課題

今後の
目　標

評価

A

・　市民生活支援のための図書館資料提供機能の充実。

・　次代を担う主軸司書の採用と育成が急務。

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

・　職員の能力向上。

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

・　概ね良好に実施されている。特に児童生徒への推薦図書目録「みんなの本棚」
　作成など、学校教育との連携が図られている点は評価できる。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

A

　　＜基本方向＞

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

（７）　スポーツ

２１年度実績

・　府民総合体育大会市町村対抗競技参加者助成
　　　競技　17種目・総合12位　287人参加。
・　八幡市民マラソン大会　　2,758人が申込、2,453人が参加
・　市民総合体育大会 　5,200人参加
・　ファミリースキー＆スノボーツアー　　44人参加
・　フィッシングスクール　　37人参加
・　市民ふれあいウォーキング（全２回）　118人参加
・　八幡市スポーツ賞表彰　個人が14人・団体が1団体
・　少年スポーツ教室　（全15回）
　　　述べ人数
　　　　　陸上　757人　サッカー　621人　レスリング　90人　バスケット 267人　計1,735人

主な施策 　スポーツ活動の推進

内　　容

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

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

・　市民総合体育大会開催
　　　スポーツを通じて市民相互の交流を促進するとともに、体力と競技力の向上を図るた
　　め、年間を通じて市民総合体育大会を開催する。
　　　市民参加によるフリーエントリー制総合体育大会

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

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

成果・課題
及び

今後の目標

　　各スポーツ事業で参加者が増えた。その結果、市民の健康保持や増進につながった。

　　体力や技術などが「上り坂」の人に向けたスポーツ事業は充実しているが、体力や技術が
　「下り坂」へと向かう人に合ったスポーツ事業を展開することが、生涯スポーツの振興に不可
　欠である。

　　市民がスポーツを通して健康の維持・増進と競技力の向上、相互の親睦が図れるよう、
　今後も体育団体と連携し地域スポーツ・生涯スポーツを推進していく。

・概ね良好に実施されている。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント
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担当課等 社会教育課

成果

課題

今後の
目　標

評価

A

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、学校の体育施設を開放して、地域スポー
　　ツの振興を図る。
　
・　体育指導委員によるスポーツ振興・指導
　　　地域の体育行事等に体育指導委員を派遣して、市民にスポーツの楽しさを味わっても
　　らう。これにより、市民を運動好きにして、地域や生涯スポーツの振興につなげる。

２１年度実績

・　学校体育施設の開放
　　　体育館8,666件　格技場1,074件　グラウンド2,531件　合計12,271件

・　八幡市スポーツクラブ登録数
　　　登録数　316団体

・　体育指導委員によるスポーツ振興・指導
　　　件数　障がい者スポーツ大会、学年（ＰＴＣ）行事など、計18回

主な施策 　地域スポーツの振興

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。
・　障がい者や高齢者も含めた、幅広い層の市民が参加できる競技・スポーツ教室
　の開催が望まれる。
・　高齢化社会を迎え、介護予防運動指導員育成講座なども計画されたい。

成果・課題
及び

今後の目標

・　学校体育施設の開放
　　　学校統廃合で旧小学校体育館の平日の日中時間帯を暫定開放した。その結果、対前
　　年比 211件の利用増があり、地域スポーツ振興が図れた。

・　八幡市スポーツクラブ登録数
　　　60歳前後の高齢者でつくるスポーツクラブが増え、地域スポーツの活性化につながっ
　　た。

・　体育指導委員によるスポーツ振興・指導
　　　体育指導委員の派遣が対前年比 8件増え、市民にスポーツの楽しさを伝えることがで
　　きた。

・　学校体育施設の開放
　　　学校体育施設の使用が既存チームでほぼ埋まり、新チームの使用が難しくなっている。
　　このため、使用区分の見直しなど、新たな運用ルールを研究する必要がある。

・　体育指導委員の研修
　　　体育指導委員の指導力と企画力を高めることで、新たなスポーツ愛好者を増やしたりス
　　ポーツクラブ立ち上げを支援できるよう、研修を充実させる必要がある。

　　学校体育施設の開放と体育指導委員によるスポーツ振興・指導を通じて、地域スポーツ
　の振興を図る。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

（８）　文化芸術

　　＜基本方向＞

市民が文化芸術活動を通じて、郷土や地域に愛着と誇りをもちながら、心豊かにやすらぎとうるおいのある暮ら
しを送ることができるよう、市民の自発的な活動を支援しつつ、貴重な文化的遺産を保存し、豊富な歴史・伝統・
文化資源を活かした文化芸術都市をめざします。具体的には、市民が多様な文化芸術活動に親しみ、市民が
心豊かに交流しあい、全体に文化芸術の雰囲気が漂うようなまちづくりを進めます。

２１年度実績

・　文化協会活動助成　10連盟　25部会　124サークル　2,775人

・　第37回八幡市民文化祭　　　舞台発表46団体（777人）、展示594点（479人）

・　八幡市文化賞表彰　　ジュニア賞（団体）　1団体

・　佐藤康光杯争奪将棋大会　　　参加者数191人

主な施策 　文化芸術活動の推進

内　　容

・　文化のまちづくり
　　　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、(財)やわた市民文化事業団主催の各種事業を支援する。

・　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棋王の偉業を後世に伝えるとともに、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。

成果・課題
及び

今後の目標

・　(財)やわた市民文化事業団が主催する音楽、演劇、舞踊等の鑑賞型事業、音楽企画会
　社との共催で自己資金だけでは開催不可能な催しも実施され、市民一人ひとりに文化活
　動への意欲向上が図れた。

・　文化団体が中心となって開催される市民文化祭では、日頃の文化活動の成果として、展
　示会や舞台発表を通して、参加者相互の交流や市民の文化活動への参加の促進が図れ
　た。

・　文化のまちづくりでは、さらに魅力ある催しを限られた予算の中で、事業の実施方法を
　工夫しながら展開しいくことが必要である。

・　文化協会の助成にあたっては、常に変化する市民ニーズに対応しながら文化協会事業
　が展開されるよう働きかけが必要である。また、毎年、文化賞の被表彰者の推薦が少なく、
　関係機関からの情報収集が課題である。

・　佐藤康光杯争奪将棋大会では、より一層の大会の推進をしていくため、日本将棋連盟
　並びに関係団体と連携を取りながらから事業展開を図っていく。
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今後の
目　標

評価

A

担当課等 文化財保護課

成果

課題

今後の
目　標

評価

A

担当課等 文化財保護課

　　市民団体への助成や市主催事業を通じて文化の薫り高い八幡市を作る。また、功労者を
　表彰し、後に続く市民の目標とする。

事業内容
・　ずいきみこし保存会活動助成
　　　伝統文化の保存継承を図るため、平成18年度に京都府無形民俗文化財に登録された
　　ずいきみこし保存会の活動を助成する。

主な事業 　伝統文化の保存継承

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。

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、地区の子どもと大人が
　協力し合って、伝統文化の保存と地区行事の継承に取り組みがなされた。

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

　　市内だけでなく、市外からの祭りへの誘引を行い、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。

２１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。

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。石清水八幡宮の国宝指定に向けた支援を行う。

・　美術工芸品・古文書等調査
　　　社寺及び個人所有の美術工芸品（彫刻・絵画・工芸品等）や古文書の基礎資料を収集
　　し、目録等を作成して保存・活用を図り､特に貴重なものは市指定文化財に指定する。

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

・　郷土史会活動助成
　　　郷土史を愛護し、市の文化の向上に資するための活動に助成する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に実施されている。
・　インターネットによる情報発信など、さらなる広報活動が望まれる。

主な施策 　文化財保護の推進
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成果

課題

今後の
目　標

評価

B

担当課等 社会教育課・文化財保護課

・　市を代表する文化財の宝庫である石清水八幡宮境内の史跡指定と本殿の国宝指定。
・　市民への有形文化財、考古資料等の公開及び公共施設を利用した巡回展示。

２１年度実績

・　文化財補助 ： 石清水八幡宮・正法寺・神応寺・伊佐家・内神社
・　文化財講座 ： 「ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ三大八幡宮―その町と歴史―」　参加者400名
・　美工・古文書調査 ： 個人所蔵文書4件目録作成・絵画調査、石造物等調査
・　国庫補助・発掘調査 ： 石清水八幡宮境内遺跡調査専門委員会を設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委員8名、開催2回）
　　　　　八幡宮境内測量・分布調査、王塚古墳報告書刊行、備前遺跡報告書
・　郷土史会助成：歴史講座、機関紙発行

・　文化センター運営
　　　市民が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大ホール舞台機構改修。

・　松花堂庭園・美術館運営
　　　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。

２１年度実績

・　文化センター
　　　施設利用収入が36,390千円で対前年度比0.1％の増加、総利用件数は3,695件で対
　　前年度比7.1％の増加となった。

・　松花堂庭園・美術館
　　　施設利用収入が11,888千円で対前年度比3.1％の増加、総利用件数は33,750人で対
　　前年度比4.9％の減少となった。

・　ふるさと学習館
　　　「葦を学びチマキを作ろう」「古代のアクセサリー勾玉をつくろう！」「ワラゾウリをつくろ
　　う！」の体験学習に取り組んだ。来館者数は1,595人 (小学生905人)で、対前年度比
　　11.5％増となった。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　文化財の保護だけでなく、教育・研究利用のためにも、文化財のデジタル化と
　インターネット上での発信を推進することが望まれる。
・　新指導要領に対応し、専門職員による小中学校への出前授業等を工夫された
　い。

主な施策 　文化振興施設の充実

内　　容

成果・課題
及び

今後の目標

・　文化財補助：石清水八幡宮文書・廻廊等修理、正法寺・内神社防災設備等が充実した。
・　文化財講座：再度の開催を希望する声が多く寄せられた。
・　美工・古文書調査：個人所有古文書等の貴重な史料の内容と所在確認を行うことが
　　　　　　　　　　　　　　出来た。
・　遺跡調査：石清水八幡宮境内の国史跡指定に向けた調査・検討を行った。王塚古墳や
　　　　　　　　　備前遺跡の報告書刊行により遺跡内容が周知されることになった。

　　建造物・工芸品・古文書等を中心に、市の規模に見合わぬ大量の文化財を抱えている
　ため、後世に永く伝えるための文化財指定、修理、所在調査等が追いつかない。
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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

・　ふるさと学習館は、体験学習などの取り組みが根付いてきていると考えられる。
・　来場者の拡大を図るため、広報・企画などの工夫が必要である。

成果・課題
及び

今後の目標

・　文化センター
　　　　鑑賞型と参加型両事業を展開することで、広くて使いやすい舞台と優れた音響効果
　　　が評価され、大きな感動と達成感を提供することができた。また、音楽企画会社と共催
　　　することで廉価な催しを開催することができた。

・　松花堂庭園・美術館
　　　　施設の特徴を生かし、松花堂昭乗並びに洛南の名園としての松花堂庭園を広く知っ
　　　てもらうための各種事業に取り組み、八幡市民をはじめ、関西圏を中心として多くの
　　　人々に周知することができ、市のイメージアップにつながった。

・　ふるさと学習館
　　　　ワラ草履作りやチマキ作りなど、伝統文化を中心とする各種体験学習は好評を得た。
　　　　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
　　　大ホール・小ホールの使用が土・日・祝日に集中しているため、平日の新規施設利用
　　者の掘り起こしを図る。
　　　また、市文化協会及び市民団体と協働して、文化庁、宝くじ助成事業などの共催事業
　　による廉価な催しの企画に取り組み、市民のニーズにあった文化事業の推進を図る。

・　松花堂庭園・美術館
　　  旅行企画会社への訪問PR、広報活動を促進していき、施設利用者の拡充を図る。
　　　また、市文化協会及び市民団体と協働して、市民のニーズにあった文化事業の推進を
　　図る。

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

　　八幡市が誇る優れた文化施設の認知度をさらに高め、来場者の拡大を図るとともに、文
　化の発信地としての都市の知名度を高める。
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