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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 20 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 20 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    ２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 20 年度は下記の 13 件について審議、47 件について報告しました。 

 

《 平成２０年度教育委員会議題一覧 》 
                    

件    名 議決日 

１ 八幡市教育委員会基本規則の一部改正について H20. 6.20 

２ 八幡市就学前教育審議会規則の一部改正について H20. 6.20 

３ 
教育委員長任期満了(8/1 付)に伴う委員長選出及び委員長職務

代理者指名について 
H20. 7.11 

４ 平成 21 年度以降使用小学校教科図書の採択について H20. 8. 4 

５ 八幡市立小学校の再編について H20.12.24 

６ 図書館協議会委員の委嘱について H21. 1.30 

７ 職員の公用車事故に係る厳重注意について H21. 1.30 

８ 職員の分限処分について H21. 1.30 

９ 教職員の人事案件について H21. 2.27 

１０ ｢平成 21 年度学校教育の方針と目標｣(案)について H21. 2.13 

１１ ｢平成 21 年度社会教育の方針と目標｣(案)について H21. 2.13 

１２ ｢平成 21 年度学校教育の方針と目標｣(第２案)について H21. 3. 2 

１３ ｢平成 21 年度社会教育の方針と目標｣(第２案)について H21. 3. 2 
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《 平成２０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 H20. 4. 1

２ 八幡市立八幡小学校等の開校式について H20. 4. 1

３ 八幡市立学校等訪問の日程調整について H20. 4. 1

４ ｢平成20年度学校･社会教育の方針と目標｣決定版の配付について H20. 4. 1

５ 平成 20 年度学校基本調査(八幡市独自様式)について H20. 5.30

６ 平成 19 年度八幡市立幼稚園長会まとめ)について H20. 5.30

７ 八幡市立学校等訪問の再日程調整について H20. 5.30

８ 八幡市議会第 2回定例会会期日程について H20. 5.30

９ 平成 20 年度施政方針及び一般会計 6月補正予算(案)について H20. 6.20

１０ 
平成 19 年度生涯学習センター及び公民館事業報告、平成 20年度

生涯学習センター及び公民館事業計画について 
H20. 6.20

１１ 八幡市立小･中学校の｢平成 20 年新規研究指定校｣について H20. 6.20

１２ 八幡市教育研究所｢平成 19 年度所報｣の配付について H20. 6.20

１３ 大隅委員の任命(再任)について H20. 7.11

１４ 平成 21 年度以降使用小学校教科図書について H20. 7.11

１５ ｢平成 20 年度八幡市の教育｣の配付について H20. 7.11

１６ 生涯学習センターだよりの配付について H20. 7.11

１７ 8 月の学校訪問について H20. 7.11

１８ 平成 20 年度綴喜地方教育委員会連合会総会について H20. 7.11

１９ 八幡市立小学校の米飯給食の回数増について H20. 9.17

２０ IT 活用による学校事務軽減に向けて H20. 9.17

２１ 
全国学力･学習状況調査の市としての大まかな傾向と今後の取組

について 
H20. 9.17

２２ 八幡小学校体育館及び中学校空調設備の工事進捗状況について H20. 9.17

２３ 八幡市教育研究所｢研究紀要｣の配付について H20. 9.17

２４ 「生涯学習センターだより 9月号」の配付について H20. 9.17

２５ 八幡市埋蔵文化財発掘報告書の配付について H20. 9.17

２６ 平成 21 年度市立幼稚園児募集について H20. 9.17

２７ 第 3回男山南部小学校再編整備準備委員会開催について H20. 9.17

２８ 八幡市学校ＵＤ化について H20. 9.17

２９ 八幡市青少年の主張大会、市文化賞・スポーツ賞について H20.10.10
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３０ 第 4回男山南部小学校再編整備準備委員会開催について H20.10.10

３１ 八幡市立さくら小学校の校歌について H20.10.10

３２ 平成 21 年度市立幼稚園児募集の結果報告について H20.11.21

３３ 八幡市立図書館の「平成 19年度年報」の配付について H20.11.21

３４ 八幡市立小学校給食費の改訂について H20.11.21

３５ 平成 20 年度一般会計 2月補正予算(案)について H20.11.21

３６ 男山南部小学校再編整備準備委員会の提言書について H20.11.21

 

 

  

３７ 前平委員の任命(再任)について H20.12.24

３８ ｢本っておもしろい､読書ってたのしい｣の配付について H20.12.24

３９ 成人式の案内について H20.12.24

４０ 八幡市教育研究所｢CEI Press｣の配付について H20.12.24

４１ ｢平成 21 年度学校･社会教育の方針と目標｣の作成について H21. 1.29

４２ ｢八幡市第 7回英語フェスティバル｣の開催について H21. 1.29

４３ くすのき特集号｢学校再編整備計画(校区変更)｣の発行について H21. 1.29

４４ 市立幼稚園、小･中学校の卒業式･入学式の日程について H21. 2.13

４５ 八幡小学校･男山第二中学校整備事業の工事概要について H21. 2.13

４６ 平成 21 年度施政方針について H21. 3. 2

４７ 平成 21 年度教職員人事異動辞令交付式について H21. 3. 2

  

 
 
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。 

毎年、幼稚園６園(全園)・小学校９校(全校)は２年間で一巡の訪問、中学校は 1年

間で４校(全校)の学校訪問を実施しています。 

 
◇ 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) 

･市立小学校統廃合に係る開校式(7日) 

･市立幼稚園入園式、小・中学校入学式(4日､8

日､9 日､10 日) 

  

5 月 

 ･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(9日城陽市) 

･京都府市町村教育委員会連合会定期総会及び

研修会(19 日京都市内) 

 

6 月 ･市議会第 2回定例会   

7 月     

8 月 
･第 1回男山南部小学校再編準備委員会(4日) 

･第 2回男山南部小学校再編準備委員会(22 日)

･綴喜地方教育委員会連合会総会(12 日井手町)

9 月 

･市議会第 3回定例会 

･市立小･中学校運動会･体育祭(20 日､27 日) 

･第 3回男山南部小学校再編準備委員会(25 日)

  

10 月 

･市立幼稚園運動会(4日) 

･第 4回男山南部小学校再編準備委員会(23 日)

･近畿市町村教育委員研修大会(16 日神戸市) 

11 月 

･市民文化祭(1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) 

･発掘調査現地説明会(11 日) 

･第 5回男山南部小学校再編準備委員会(20 日)

･音の祭典(24 日) 

･京都府市町村教育委員研修会(5日京都市内)

12 月 

･市議会第 4回定例会 

･南山小学校区中学校区地元説明会(15日､16日､

17 日) 

 

  

1 月 ･市成人式(12 日)                

2 月 
･南山小学校区中学校区地元説明会(25 日) ･山城地方教育委員会連絡協議会教育委員研修

会(24 日宇治市) 

3 月 

･市議会第 1月定例会 

･市立幼稚園卒園式､小・中学校卒業式(13 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、重点取組、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 》  

      ・内海 成治（お茶の水女子大学大学院教授、八幡市政策アドバイザー） 

・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･･･おおむね目標が達成できている 
  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･･･成果が十分見られない 
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担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

評価

Ｂ

コメント

・　市としての「人権教育推進・啓発計画」を策定することが望ましい。

評　　　価
及び

委員コメント

５　評価結果

（１）　人権・平和

主な施策

内　　容

◇人権教育・啓発の推進
　　人権教育・啓発を推進し、人権文化の確立をめざした取組を推進します。

◇平和意識の啓発
　　　「非核平和都市宣言」の精神を踏まえた非核平和意識の啓発を充実し、平和に関する学習機会の拡充、情
　報の提供に努めます。

　人権教育・啓発の推進

　　＜基本方向＞

　　＜重点取組＞

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

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。

　　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。

・　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、人権教育学習講座の
　開催・人権啓発街頭活動等を行った。）

・　人権啓発ポスターコンクール展では、市内13小中学校に人権に関する啓発のポスターを
　応募した結果、1,208点の作品の出展があり、全作品とも優秀なものであったが、その中か
　ら入賞・優秀賞・佳作の65点の作品が選ばれた。

・　平成20年6月14日、12月6日及び平成21年3月7日に3回の人権教育学習講座を開催。

・　平成20年度において人権教育学習講座を3回開催を行った結果、延べ450名の参加が
　あり、人権問題に対する正しい理解と認識が深められた。

・　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1,208点もの作品の出展が
　あり、人権問題への意識を高めることができた。

・　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
　必要がある。

・　各校区部会において人権啓発事業を実施しているが参加者が限られてきており、校区内
　の諸団体と連携して会員の拡大を図る必要がある。

・　組織の整備と会員の拡大。

　　今後も、地域・学校・家庭及び各種団体や市内事業所が一体となって、人権教育学習講
　座や啓発街頭活動等の実施、また、「人推協だより」・「広報やわた」などの機関紙を通して
　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」を推進していく。
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担当課等 学校教育課

成果

課題

目標

評価

Ａ

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。

◇多文化理解の促進
　　学校教育における外国人教員の登用や国際理解教育を推進します。
　　市内在住の外国人との相互理解の促進や生涯学習等の取組、情報提供等を通じて多文化理解を促進しま
　す。

・　英会話に対する興味・関心を高め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成
　するとともに、多文化や言語に対する理解を深める。

・　小学校3年生～6年生を対象にして、年間35時間の英語活動に取り組む。

　　総合的な学習の時間に、小学校5、6年生35時間、小学校3、4年生20時間を教育課程に
　位置付けて実施した。

・　小学校5、6年生（17時間）、小学校3、4年生（10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
　5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。

　　新学習指導要領への移行期間に入り、小学校5、6年では、外国語活動として実施する。
　それに伴い、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と3、4年生の
　授業時間の確保が必要である。

・　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
　た授業の推進を図る。

・　5、6年生の外国語活動との連携を考えた小学校3、4年生の指導内容及び指導時間の検
　討、実践をめざす。

コメント

・　ネイティブスピーカーの評価や英語活動の実施の効果を測定する必要がある。
・　市内在住外国人との更なる交流を図ることが望ましい。

　小学校英語活動の推進

（２）　国際理解

内　　容

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

評　　　価
及び

委員コメント

主な施策

　　＜基本方向＞

　　＜重点取組＞
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担当課等 教育研究所

成果

課題

目標

評価

Ｂ

　外国人英語指導助手招致

・　第7回英語フェスティバルを開催。約500人の参加。幼･小・中･高等学校生出演。

･　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指
　導を実施。

・　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、授業改善に役立っ
　た。

　　AET数が他市に比べて少なく、中学校英語授業を充実させるためにも、増員が必要で
　ある。

　　外国人の英語指導助手を招致する。
　　　・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。

･　英語フェスティバルの継続開催。

・　AETを増員することにより、中学校英語授業のさらなる充実をめざす。

コメント
評　　　価
及び

委員コメント ・　中学校英語授業における効果測定が必要である。

主な施策

内　　容

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等
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担当課等 子育て支援課

成果

課題

目標

評価

Ａ

　　7月に入ってからも預かり保育を実施するため、平成21年度、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る。

　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。

◇子育て環境の充実
　　子育て支援センターの充実を図るとともに、子育ての相談や情報提供による支援を行い、子育ての不安や負
　担の軽減に努めます。

◇保育・教育内容の充実
　　保育園・幼稚園の共同研修や小学校との連携の強化を図るとともに、高齢者とのふれあいによる多世代交流
　を推進します。また、地域ぐるみでの子育て支援や多様化するニーズに対応した保育内容の充実、施設の計
　画的な整備を図ります。保育園・幼稚園の特性を個々に活かした一体化についても検討を行います。

コメント

・　概ね良好に実施されている。

　就学前教育の充実

評　　　価
及び

委員コメント

・　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、心身の発達を助長。

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

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

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

　　幼稚園の預かり保育　　　6園　　一時預かり　4,231件　月極め　558件
　　幼稚園の園開放　　    　 6園　　延べ65回

　　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。

　　夏季には幼児の心身が疲れるのと、午後から保育室も非常に暑く、光化学スモックの発
　生時等は園庭に出られず保育に支障をきたすため、環境整備も含めた対応が必要であ
　る。

成果・課題
及び

目　標　等

（３）　幼稚園

主な施策

　　＜基本方向＞

　　＜重点取組＞

内　　容

２０年度実績
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担当課等 学校教育課・教育研究所

成果

課題

・　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。

・　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。

・　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。

・　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。

・　小学校音楽鑑賞会開催
　　　12月4日(木)14:00～14:50　小学校5年生対象

・　教職員研修・講座
　　　新転任者に向けて、二日間、本市の教育や重点についての研修を実施した。

・　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。

・　小学校音楽鑑賞会開催
　　　大阪市音楽団による演奏で、子どもたちの感性を育て、集中力、鑑賞マナーなどを習得
　　させることができた。

・　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。

・　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。

・　小学校音楽鑑賞会において指揮の体験が好評であったため、今後も児童参加型の鑑賞
　会の開催をめざす。

・　教職員研修・講座では、本市の重点に合わせた効果的な研修を行う。

主な施策

内　　容

　　＜基本方向＞

　　＜重点取組＞

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

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。

◇学校の再編整備と耐震化の推進
　　学校再編の推進と耐震化未実施校の耐震化を推進します。

◇中高一貫教育の推進
　　多様な資質や能力を伸ばし、しなやかでたくましい人間性や社会性を育成する中高一貫教育を実施します。

　学力の充実・向上

（４）　学校教育

10



目標

評価

Ｂ

担当課等 学校教育課

成果

課題

・　「学校ＵＤ（ユニバーサルデザイン）化構想」について、ハード面だけでなく、質
　的な面についての進捗状況の把握や課題分析が必要である。

・　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の障がいのある児童、生徒と通常学
　　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。

　特別支援教育の推進

・　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2回/校）　1日4時間程度　　年間出務回数　延べ865回

・　夏の地域学校
 　　　7月29日（火）　八幡第二小学校と南山小学校の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29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

・　特別支援教育支援
　　　当初の目標であった週2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。

・　特別支援教育支援
　　　学校によっては2人/校配置している学校もあるため1人/校にしていく。

・　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。

内　　容

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

主な施策

評　　　価
及び

委員コメント

・　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。

・　市内で講座内容に見合った有能な人材を見出し、講師として依頼するとともに、参加・体
　験型の講座を増やす。

コメント
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目標

評価

Ｂ

担当課等 学校教育課

成果

課題

目標

・　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。
　　　◇ふれあいネット（世代･多文化･学校間情報交流）
　　　◇エコネット（学校環境美化･自然環境保全）
　　　◇支援ネット（ふれあい活動・エコ活動・人権学習・インタレスト学習･クラブ活動支援）

・　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。

・　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。

・　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。

・　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。

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

・　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。

・　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。

　体験活動の推進

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　大学生等の支援員の活用については効果をあげていると思われる。

主な施策

内　　容
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評価

Ｂ

担当課等 学校教育課

成果

課題

目標

評価

Ｂ

・　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12件、助成人数、延べ261人
　　　市民体育館及び文化センター使用料の助成、延べ42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21日(火)

・　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
　　　走・跳・投その他の陸上運動に関する競技体験を通して児童一人ひとりの体力及び基
　　礎運動能力の向上を図ることができた。

・　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。

主な施策

評　　　価
及び

委員コメント

評　　　価
及び

委員コメント
・　小学生と中学生の体験活動を体系化することが必要である。
・　キャリア教育として位置付けるとともに学習プログラムの策定が必要である。

コメント

　学校体育の充実

コメント

内　　容

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

・　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。

・　小学校陸上交歓記録会
　　　走り高跳びやリレー種目の実施に時間がかかるため、実施方法について大胆な見直し
　　を行う。

・　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。

・　子どもの基礎体力の実状などについて、課題分析と小、中学校の連携した取り
　組みの工夫が求められる。
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担当課等 学校教育課

成果

課題

目標

評価

Ａ

　学校給食の充実

・　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。
　　　ホームページなどによる制度の啓発。

・　教職員研修
　　　小・中学校教職員・学校給食調理員・養護教諭・栄養教諭研修の実施。

・　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2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

・　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3回から3.5回に増やすことや、地域の野菜等
　　を使用した給食を実施したことにより、地域の食育教育への理解、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制度ではあるが、利用者が少なく思
　　うような成果が得られなかった。

・　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
　　　利用する生徒が少ないが、弁当を持参できない生徒にとっては画期的な制度であり、
　　今後利用しやすい制度とするための工夫が必要である。

・　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
　　　あらかじめ生徒が食券を購入し、始業前に職員室の申込箱に投函する方法等、予約し
　　やすいシステムに見直し、サポート制度の定着をめざす。

コメント

・　概ね良好に実施されている。

内　　容

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

主な施策

14



担当課等 教育総務課

成果

課題

目標

評価

Ａ

担当課等 教育研究所・南ヶ丘教育集会所

・　小・中学校整備
　　　男山第二中学校（南棟）の耐震診断及び八幡小学校体育館の耐震補強工事を実施

・　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)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、小集団での活動や学習を
　　通して学校生活への適応を図る。

・　南ケ丘教育集会所管理運営
　　　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。

評　　　価
及び

委員コメント

・　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

・　小・中学校整備
　　　平成20年度で市内全小・中学校の耐震診断が完了、今後耐震強化工事を実施してい
　　くことになるが、耐震化には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。

　生徒指導・教育相談

コメント

・　概ね良好に計画が進捗している。

　安全・安心な学校整備主な施策

内　　容

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

・　小・中学校整備
　　　平成20年度末における学校施設耐震化率は、61.4％となり、計画的に推進することが
　　できた。

主な施策

・　教育相談室開設
　　　来所・訪宅・電話相談 　894回

・　適応指導教室(エジソン広場)開設
　　　通室児童生徒数17人（小学生4人、中学生13人）

・　南ケ丘教育集会所管理運営
　　　学習支援利用者(小学生～高校生)　延6,888人・・・過去最高

内　　容

２０年度実績

・　小・中学校整備
　　　平成20年度の繰越事業である八幡小学校、八幡第二小学校（一部）、橋本小学校（一
　　部）、男山第二中学校（一部）の耐震強化工事を完了するとともに、耐震化率100％をめざ
　　し今後の耐震化計画を策定する。
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成果

課題

目標

評価

Ｂ

担当課等 教育総務課・学校教育課

成果

課題

目標

評価

Ａ
・　概ね良好に実施されているが、今後「学校保健安全法」への改正を踏まえ、安全
　対策を一層充実することが望ましい。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　不登校と障がい、虐待、引きこもりなどとの関連の分析が必要である。

・　入室希望者が多く、定員枠以上になる可能性がある。

・　90％以上が地域の児童・生徒の参加者となっている。

・　平成20年度まで教育集会所に設置していた自立支援教室（カメリアルーム）が、平成21年
　より教育研究所管轄下に入り、エジソン・カメリアの連携した取り組みにより、不登校の減少
　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。

２０年度実績

・　教育相談室では、一人ひとりの心に寄り添い、粘り強い相談活動を続ける中で、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。

・　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。

成果・課題
及び

目　標　等

評　　　価
及び

委員コメント

成果・課題
及び

目　標　等

コメント

　　継続したCAP研修の実施をめざす。
　　諸機関連携の強化を図る。

主な施策

内　　容

　安全対策

・　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。

　　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。

　　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。

　　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。
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担当課等 教育総務課

成果

課題

目標

評価

Ｂ ・　教育委員会全体のホームページの充実が必要である。

　　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。

　　学期ごとの年3回発行、1回3,000部作成

　　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。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

　　広報「やわた」のように毎月の発行ではなく、学期ごとの発行であり、また掲載している
　内容がすでに終了した事業等の報告が多く、情報がリアルタイムに伝えられていない。

　教育情報の提供

　　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。

２０年度実績

成果・課題
及び

目　標　等

内　　容

主な施策
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担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

　　＜重点取組＞

◇　地域社会との連携強化　関係団体や家庭、学校、地域社会との連携強化による環境浄化活動の充実を図
　るとともに、大人による子どもの見守り活動を推進します。また、「こども１１０番のいえ」の拡大や関係機関との
　連携による青少年や保護者の相談体制の充実を促進します。

（５）　青少年健全育成

　　＜基本方向＞

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

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。

２０年度実績

・　成人式開催
　　　参加者　534人、対象者　744人(参加率　71.8％)

・　子ども会活動助成
　　　33子ども会・会員　4,206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19日・20日)
　　　参加者　43名

・　少年少女合唱団運営
　　　団員28人（中学生　2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

目　標　等

　　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る事が必要。

・　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、環境浄化活動の充実を図る。
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評価

Ａ

担当課等 社会教育課

成果

課題

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が、青少年の将来を見据えた活動のあり方を検討す
　る必要がる。
・　地域の「子ども会」活動の活性化と積極的な運営が図られるよう支援する必要が
　ある。

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。

２０年度実績

・　子育て講座
　　　5回開催、参加者 延　566人

・　ふれあい体験学習
　　　4回開催　参加者　3人

成果・課題
及び

目　標　等

　　子育て支援講座に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、家族とともに食事や親子のふれあいを通して、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、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参加者が少ないことから、より一層地域と学校が連携をとりながら、
　子育て支援体制の整備が必要。

　　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。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　「ふれあい体験学習」についての抜本的改善策の検討が必要である。
・　子育てについて、生涯学習センターのビデオの貸出し促進やビデオ鑑賞会など
　の実施も検討する必要がある。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

評価

Ｂ

主な施策 　地域社会との連携

内　　容

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

・　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。

・　男山中学校校区学校支援地域本部事業
　　　「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
　　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した。地
　　域コーディネーターを配置し、学校の要望に地域ボランティアの力を使って支援を行う。

２０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　12開催　参加者　延662名　（内障がい者参加241名）

・　京のまなび教室推進事業　八幡小学校他3校　計45回　参加者　延　2,243人

・　男山中学校校区学校支援地域本部事業　男山中学校の北駐車場整備・北門整備及び
　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。

成果・課題
及び

目　標　等

・　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。

・　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
　区のイベントである「絆フェスタ」を開催し、地域が支える学校への第一歩を踏み出すこと
　ができた。

　　親世代の思考の多様化で、求心力のある事業が展開できていない。

　　子ども達が安全に安心して、学べ、遊べ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。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地域全体で子ども達を育む仕組みづくりと統合計画の策定が必要である。
・　生涯学習センターの各種教室事業や活動に、障がいのある児童、生徒を参加
　させる工夫が必要である。
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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

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。

　　＜重点取組＞

◇　生涯学習にかかわる関係機関との連携
　　　　大学をはじめとする関係機関との連携を強化し、生涯学習推進体制の充実を図ります。

◇　生涯学習ボランティアの充実
　　　　市民の学習活動を支援する生涯学習人材バンク登録者の拡大を進め、生涯学習環境の整備を図り
　　　ます。

主な施策 　施設の管理運営

内　　容

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

２０年度実績

・　生涯学習センターの管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　2,312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　10,846件
　　　登録サークル　　　　262サークル

・　市民交流センター管理運営
　　　施設利用　　　　　　件数　2,070件

成果・課題
及び

目　標　等

・　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198,500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。

・　市民交流センター
　　年間利用件数が20年度は前年に比べ165件の増加をし、各社会教育団体の活動促進が
　図れている。

・　ネット情報社会の中で情報提供を行うため、インターネット情報活用の充実を図る必要が
　ある。

・　施設内の備品等が老朽化しており今後更新していく必要がある。

・　設備を充実し、新たなネット情報の発信基地としての役割を果たす。

・　市民の社会教育活動の拠点として、引き続き利用しやすい施設運営に努めていく。
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評価

Ａ

担当課等 生涯学習センター

成果

課題

目標

評価

Ｂ

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に運営されている。

主な施策 　生涯学習の推進

内　　容

・　生涯学習各種講座等開設
　　　青年・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。

２０年度実績

・　生涯学習講座の開設
　　　講座開設　　44回、参加者 延 3,918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、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、人形づくり講習会、市民医学講座等
　　　生涯学習センターだより　　6回発行

・　生涯学習フェスティバルの開催
　　　3日間、　参加者 延 2,507人
　　　市民の舞台発表　公募の21団体　　　　　ワークシェアリング　　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、148人・2団体を紹介。

成果・課題
及び

目　標　等

・　講座等の主催事業は、延べ6,400人の参加があり、市民の学習活動の支援に寄与するこ
　とができた。

・　生涯学習フェスティバルにおいて、市民が学習活動を実践、自らの活動を発表すること
　で、市民の学習意欲の向上に努められた。

・　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
　らず誰もが集えるサロン的な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こと
　が必要である。

・　今の講座を継続しつつ新たな講座の開拓をめざす。

・　新たなイベントの開催等、誰もが集える親しみやすいセンターの確立をめざす。

・　登録ボランティアの全体研修を実施する等、スキルアップをめざす。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　改正教育基本法第３条で、「生涯学習の理念」が示されており、それを踏まえて
　市民の生涯学習に関する意識等、基礎的調査研究の実施が必要である。
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担当課等 生涯学習センター

成果

課題

目標

評価

Ａ

担当課等 市民図書館

成果

課題

目標

評価

Ａ

主な施策 　図書館の充実

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、教養・技術習得・学校週5日制に
　　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。

２０年度実績

内　　容

・　図書館資料(図書)等整備
　　　市民の読書要求や調査研究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整備する。
　　　また、両館のほか、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。

２０年度実績 　　市民1人当たり貸出冊数 8.09冊

成果・課題
及び

目　標　等

・　デジタル情報提供のため、八幡市民図書館に利用者用インターネット端末を２台設置した
　ことで、多様な情報提供環境の整備ができた。

・　マタニティスクール、3ヶ月児健診、子育て支援センターでの図書館担当者による図書館
　ＰＲと「絵本と子育て」等読書啓発講座開催により乳幼児と保護者の来館者が増加した。

・　市民生活支援のための図書館資料提供機能の充実。

・　図書館運営の充実のため、次代を担う主軸司書の育成が必要である。

・　京都府立図書館をキー館とした府内図書館ネットワーク機能をも更に駆使し、情報・資料
　提供能力を高める。

・　職員の能力向上とボランティア育成（講座開催等）の実施。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に運営されている。
・　学校教育との一層の連携が望まれる。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね良好に事業実施できている。

・　公民館講座の開設
　　　講座等開設　159回、参加者 延 2,982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、光る泥だんごきょう室、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の開催
　　　各サークル代表者で組織した実行委員会により、サークルフェスティバルを4館で開催。

成果・課題
及び

目　標　等

　　公民館講座は、6施設合わせて、70講座、159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。

　　より多くの市民が親しみを持って参加できるような場の提供が必要である。

　　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。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

評価

Ａ

（７）　スポーツ

　　＜基本方向＞

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

　　＜重点取組＞

　◇　スポーツ参加機会の拡充
　　　小学校区単位でのスポーツ振興組織の確立を図るとともに、だれもが気軽に参加できる自治会やコミュニ
　　ティ単位での地域スポーツ活動を促進するため、引き続き学校体育施設の開放を行います。
　　　また、各種スポーツ教室や大会を通じて市民の生涯スポーツへの関心と競技力の向上を推進します。

主な施策 　スポーツ活動の推進

内　　容

・　スポーツ教室等開催
　　　スポーツへの参加機会の拡充と関心を高めるとともに体力の保持と技能の向上を図る
　　ため、各種のスポーツ教室・大会を開催する。
　　　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。

２０年度実績

・　府民総合体育大会市町村対抗競技参加者助成
　　　13競技　17種目・総合14位　220人参加
・　八幡市民マラソン大会　　　参加人数　1,948人
・　市民総合体育大会　　　総参加人数　5,100人
・　ファミリースキー＆スノボーツアー　　　参加人数　40人
・　八幡市スポーツ賞表彰　　　個人　22人・団体　4団体
・　少年スポーツ教室　（全15回）
　　　述べ人数
　　　　　陸上　779人　サッカー985人　レスリング240人　バスケット239人　計2,243人

成果・課題
及び

目　標　等

　　各種スポーツ事業において、年々参加者が増加し市民がスポーツを通して健康の保持・
　増進につながってきている。

　　高齢化社会を迎えており、65歳以上を対象にしたスポーツ事業を充実する必要がある。

　　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。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね活発に活動できている。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

評価

Ｂ

主な施策 　地域スポーツの振興

内　　容

・　学校体育施設開放
　　　地域スポーツの振興を図るため、市内体育団体のスポーツ活動に学校の体育施設を
　　開放する。
　
・　体育指導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、体育指導委員の育成を図り、その指導委員が市民に
　　対し実技の指導・助言を行う。

２０年度実績

・　小・中学校利用件数
　　　体育館8,503件　格技場976件　グラウンド2,581件　合計12,060件

・　体育指導委員
　　　出務件数10回

成果・課題
及び

目　標　等

　　学校体育施設利用は、スポーツ登録団体が毎年微増しており、地域スポーツ・生涯スポ
　ーツの振興につながってきている。

　　学校の統廃合に伴い開放できる施設が減少した場合、登録や貸し出し方法等を検討す
　る必要が生じる。

　　市内小・中学校体育施設を社会体育の普及および振興のため、学校に支障のない範囲
　でスポーツ団体に開放していく。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　地域の障がいのある人や子どもの参加できる競技やスポーツ教室の開催が必要
　である。
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担当課等 社会教育課

成果

（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。

　　＜重点取組＞

◇　市民主体の文化芸術活動　市民が主体となった文化芸術振興を促進し、文化芸術に対する意識の高揚を
　　図ります。

◇　伝統文化の保存と継承の推進　地域固有の伝統文化を保存・記録し、継承・発展への支援を行います。
　　また、地域で伝統文化を継承するために鑑賞、体験、発表できる環境づくりを推進します。

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九段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。

２０年度実績

・　文化協会活動助成　　　133サークル　2,975人

・　第36回文化祭　　　舞台発表46団体、展示594点

・　八幡市文化賞表彰　　　2団体

・　佐藤康光杯争奪将棋大会　　　参加者数173人

・　(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
　動への意欲を高めることができた。

・　文化団体が中心となって開催される市民文化祭では、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につなが
　ってきている。

26



課題

目標

評価

Ａ

担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

評価

Ａ

成果・課題
及び

目　標　等

・　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、実施方法を工夫しな
　がら展開することが求められる。

・　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、大会だけでなく佐藤康光九段を普段から応援する取り
　組みにより、結果として大会を盛り上げることにつながる事業展開が課題である。

　　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。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　概ね活発に推進されている。

主な事業 　伝統文化の保存継承

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

２０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

目　標　等

　　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
　一致協力して伝統行事の保存継承のための取り組みがなされている。

　　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。

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が、市民への広報活動の強化を図る必要がある。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

評価

Ｂ

主な施策 　文化財保護の推進

内　　容

・　文化財保護
　　　市内の文化財の保護を図るために、文化財の所有者等に文化財保護に要した経費に
　　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。

・　文化財美術工芸品・古文書等調査
　　　市内の美術工芸品（彫刻・絵画・工芸品等）や古文書の基礎資料を収集し、所蔵台帳を
　　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。
　　　市内社寺等保有の美術工芸品・古文書等調査

・　郷土史会活動助成
　　　郷土の歴史を研究普及かつ史跡を保護し、市の文化の向上に資するための郷土史会
　　の活動に助成する。

・　市内遺跡調査
　　　開発等に伴い市内遺跡の発掘・整理調査を行うことにより、文化財の記録・保存を推進
　　する。

２０年度実績

　　20年度において新たに「竹内伊豫守経孝肖像保存修理」及び「美濃山新開絵図保存修
　理」を実施した。また、王塚古墳範囲確認発掘調査や女郎花遺跡の発掘を実施した。八幡
　市郷土史会への助成を行い、市民による郷土の文化財保護に対する意識の醸成に向けた
　取り組みを支援した。

成果・課題
及び

目　標　等

　　古絵画や古絵図の修理を実施し、文化財の保存に資することができた。また、市内遺跡
　調査では、王塚古墳から埴輪が出土するなど、古き八幡の歴史の1ページを新たに書き加
　えることができた。八幡市郷土史会の取り組みに協力し、郷土の文化財保護への意識を高
　めることにつながった。

　　市内は文化財の宝庫であり、これらを発掘・保存・修理していくには、多くの労力、人材、
　時間を要する。

　　八幡の文化財をひとつずつ保存し、記録に残していくとともに、公開を通じて市民意識の
　高揚を図る。また、市民レベルの文化財保護への取り組みを支援する。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　文化財や収蔵品への意識高揚のため学校への貸出しなどの工夫を図る必要が
　ある。
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担当課等 社会教育課

成果

課題

目標

評価

Ｂ

主な施策 　文化振興施設の充実

内　　容

・　文化センター運営
　　　市民が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。

２０年度実績

・　文化センター
　　　施設利用収入が36,386千円で対前年度比1.1％の減収、総利用件数は3,451件で対
　　前年度比3.2％の減となった。

・　松花堂庭園・美術館
　　　バスツアーの激減により入園・入館者は対前年比29.9％の減となった。

・　ふるさと学習館
　　　「ワラ草履作り」「チマキ作り｣｢縄文ポシェット&クッキーづくり」「木の実を食べよう」の
　　体験学習に取り組み、来館者数は1,836人 (小学生　1,042人)で、対前年度比12.6％
　　増となった。

評　　　価
及び

委員コメント

コメント

・　小学校社会科等での活用の一層の促進を工夫する。

成果・課題
及び

目　標　等

・　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や市民寄贈の
　　　民族資料の整理・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・祝日に集中する中で、新規の利用者の開拓が難
　　しいものの、現行利用者の固定化とともに共催事業による廉価な催しの企画に取り組む。

・　松花堂
　　　旅行企画会社を訪問PRに取り組むなどの、新たなニーズの開拓が求められる。

・　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。

　　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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