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四條畷市教育振興ビジョンに基づく取組みの検証について 

 

本市では、子どもたちの育みに最も深く関わる家庭や地域に向けて、教育の施策目標を

分かりやすく示し、浸透させるため、平成２６年度に教育振興ビジョンを施行し、また、これを２

７年４月に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する大綱に位置

づけ、計画に基づく各種の取組みを推進してまいりました。 

このなか、令和３年度から市長による新たな教育大綱が施行され、また、超スマート社会

（Society5.0）の実現に向けた急速な技術革新、グローバル化といった社会情勢の大きな

変化に加え、頻発する自然災害や新型コロナウイルス感染症の世界的流行など、様々な課

題への対応が急務との認識から、これからの時代にふさわしい計画を改めて策定することと

しました。 

ついては、令和４年度を初年度とする新たな計画の策定に向けて、これまでの経過や課題

を整理し、今後のめざすべき方向性を明確にするため、教育振興ビジョンに基づく分野、施

策ごとに評価シートに基づく検証を行いましたので報告します。 

 

 

令和３年８月 

四條畷市教育委員会  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  四條畷市教育振興ビジョン 

 

 

 

 

  分野 施策 担当課 番号  

就学前教育  就学前教育の充実 ・乳幼児保育教育アクションプラン 

・市立認定こども園の教育・保育 

子ども政策課 1-1 

学校教育  学力の向上 ・第３期児童・生徒学力向上３ケ年 

計画 

・教職員研修の充実 

学校教育課  2-1 

未来に向けた資質・能力の育成 ・英語教育の推進 学校教育課  2-2 

未来に向けた資質・能力の育成 ・ＩＣＴを活用した教育・プログラ 

ミング教育の推進 

学校教育課  

教育総務課  

2-3 

体力の向上 ・全国学力・運動能力、運動習慣等  

調査の実施 

学校教育課  2-4 

食育の推進 ・学校給食センター 

・四條畷市食育推進計画  

・学校給食の取組み 

学校給食センター 2-5 

支援教育の深化 ・ユニバーサルデザインによる授業 

づくり、集団づくり 

学校教育課  2-6 

子どもの貧困対策  ・畷の子どもつながりプラン 学校教育課  2-7 

豊かな心の育成 ・人権教育の推進 

・道徳教育の推進 

学校教育課  2-8 

○「子どもがイキイキワクワク」する教育環境づくり 

○「ひとづくりはまちづくり」のもと、つながり力を醸成  

○「人と人との絆づくり」で地域社会を元気に  

理
念 

○生きる力を育み、将来の社会を担う人材の育成  

○家庭・地域・学校の連携を充実させ、一丸となった教育の向上  

○生涯を通じて学習やスポーツすることができる機会の充実  

目
標 



 

・郷土学習の推進 

・いじめ防止対策  

・不登校対策  

ソフト面の教育環境整備  ・学校現場の業務の適正化並びに 

学校の指導、運営体制の効果的な 

取組み 

学校教育課  2-9 

ソフト面の教育環境整備  ・教育センターの充実 教育センター 2-10 

社会教育  四條畷市の社会教育          -    -  

生涯学習活動の支援 ・生涯スポーツの振興 

・文化・芸術の振興 

・自ら学ぶ環境づくり 

・識字施策の推進 

・次世代の人材の育成 

生涯学習推進課  3-1 

生涯学習活動の支援 ・自ら学ぶ環境づくり 

・公民館  

公民館 3-2 

読書活動の拡充 ・市民とともに歩む図書館  

・第３次子ども読書活動推進計画  

図書館 3-3 

文化財の保護と継承 ・郷土愛の醸成 生涯学習推進課  3-4 

子ども・若者の健全育成  ・放課後児童健全育成  

・青少年の健全育成 

・子ども・若者ひきこもり対策 

青少年育成課  3-5 

社会教育施設の管理・運営 ・利用者のニーズに応えるサービス 生涯学習推進課  3-6 

ハード整備 教育環境の整備 ・学校施設の整備、修繕の実施 教育総務課  4-1 

学校再編整備計画の推進 ・学校再編整備計画  教育総務課  4-2 

安心安全の確保 ・通学路の安全対策 学校教育課  4-3 

市民の活動拠点 ・安心・安全に利用できる既存施設  

の維持・管理 

生涯学習推進課  4-4 

 

 



 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ａ

　ステップアップ研修は、就学前施設の保育職員が研修内容を企画しているた
め、真に保育現場で必要とされている研修を実施することができている。例年
延べ500人程度の参加があり、保育職員の質の向上に寄与している。
　また、保幼こ小中連携担当職員研修は、ワークショップが主体の研修となっ
ており、研修後のアンケート等からも、学校園が実践面でそれぞれ心掛けてい
ることの違いを理解しあったり、発達や学びを見据える良い機会となっている
ことがうかがえる。
　その他の取組みについても、概ね計画通りに実施できている。

計画名 四條畷市乳幼児教育保育アクションプラン

計画名 第2期四條畷市子ども・子育て支援事業計画

評価観点 評価 評価の理由

ステップアップ研修 5回 平成26年度 5回 5回

保幼こ小中連携担当職員研修 4回 平成29年度 2回 4回

施策 就学前教育の充実

主な成果と課題

　
　平成29年3月に策定した四條畷市乳幼児教育保育アクションプランに基づき、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上
で極めて重要な時期である0歳から就学前の乳幼児期に、小学生、さらには中学生までの子どもの一貫性、連続性のあ
る発達を見通した教育を計画的・効果的に推進するため、乳幼児教育・保育内容の充実、開かれた乳幼児教育・保育の
推進、就学前施設と小中学校との連携の推進を図り、各種施策を行った。
　一体的な質の高い教育・保育の提供をめざし、保育職員の資質や専門性の向上等を図るため、公立、民間の就学前施
設の保育士、保育教諭、学校関係者等を対象に、協働で研修を企画し実施するステップアップ研修を行った。
　また、乳幼児教育・保育内容の充実を図るため、プロジェクト型保育やドキュメンテーション記録を推進し、公立保
育施設の公開保育を実施したり、ステップアップ研修においては公立、民間の就学前施設が保育実践報告をすること
で、教育・保育内容の情報共有を行った。
　開かれた乳幼児教育・保育の推進にあたっては、就学前施設において、世代間交流や異年齢児交流を実施したり、園
庭開放や子育て相談、親子教室等の地域の子育て支援を行ったりした。
　さらに、就学前施設と小学校、中学校の教職員等が円滑な連携を図るため、各学校園に保幼こ小中連携担当職員を配
置し、保幼こ小中連携担当職員研修を実施した。互いの取組みや交流活動等についての情報交換、公開交流による研究
などを行い、保育や教育内容について相互理解を深め、保幼こ小中のスムーズな接続につなげた。
　また、保幼小連絡会を実施し、4月に小学校に入学の子どもについて、1年生の担任と前年度の就学前施設の担任等
が子どもの様子等についての情報共有を行い、小学校への円滑な移行、接続を図った。
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、公開交流や一部の研修等が中止となったため、十分な
取組みが実施できなかった。今後の感染状況が予測できないなか、取組みの推進に課題となるが、新たな取組みとし
て、講師や保育施設に協力いただき、保育施設による実践報告と、それを受けての講師の講義を動画配信によって行う
研修を初めて実施した。今後も、新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、各種取組みを進め、子どもの発達や学び
の連続性の確保に努める。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・乳幼児保育教育アクションプラン、・市立認定こども園の教育・保育

就学前教育番号 １－１ 担当課 子ども政策課 分野



 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　４つの重点に基づく学力向上の取組みとして、子どもたちが学びの主体にな
る授業づくりを推進した結果、大きく授業改善が進み、平成２６年度に多かっ
た小学校の学力低位層の割合が令和２年度には目標値（正規分布値）を下回っ
た。
　また、家庭学習の充実、生活習慣の改善の取組み成果として、普段の家庭学
習が１日当たり３０分未満の割合が小中ともに減少した。これは、市内小中学
校において好事例の共有、普及が進んだことが成果の要因と考える。
　一方、改善は進んでいるものの、目標値である全国平均との比較に明確な差
異があるものもある。

計画名 四條畷市児童・生徒学力向上３ヶ年計画～プラスワン～

評価観点 評価 評価の理由

学力低位層の割合
【全国標準学力調査】

小42％、中３４％ 平成26年度 小30%、中36% 小31%、中31%

「学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、1
日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか（学習塾で勉
強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む）」
の問いに対し３０分未満と答えた児童生徒の割合
【全国学力学習状況調査】

小19.4%、中23.7% 平成27年度 小16.3%、中18.9% 小10%、中13%

施策 学力の向上

主な成果と課題

　
　教育振興ビジョンに示す学力の向上に係る取組みにつき、４つの重点を設定するとともに、学力向上の推進を担う組
織として各校の学力向上担当者を中心とした学力向上対策プロジェクトチーム会議（PT会議）を設置し、学力向上の
PDCAサイクルに則り、学校及び市域全体での研究、実践、発信をした。

（１）子どもたちが学びの主体になる授業づくり
　「学級の友達と（生徒）の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると思
いますか」の質問に対し、平成27年度と令和元年度で肯定的な回答が小学校で62.3％→66.5%、中学校で６5.3%→
77.6％に上昇するなど、子どもたちが自分たちの学習活動を肯定的に捉えられる授業に改善することができた。
（２）家庭学習の充実、生活習慣の改善
　「学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、1日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか（学習塾で勉
強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む）」の質問に対し、平成27年度と令和元年度で1日当たり30分
未満が小学校で19.4%→16.3%、中学校で23.7%→18.9％に減少するなど、取組みの成果が表れた。しかし、全国
と比較すると３０分未満の割合が高く、更なる改善が必要である。
（３）小中連携・一貫教育の取組み
　中学校区で「めざす子ども像」を共有することで、学校行事や教科等における連携が活性化した。しかしながら、コ
ロナ禍で児童生徒及び教職員の交流の機会が減少しており、ICTを活用する等、新しい連携のあり方を検討する必要が
ある。
（４）フォローアップの取組み
　小中学校に学習指導員、学生ボランティアを配置することにより、授業中や放課後のきめ細かな学習支援を行い、学
力向上に取り組んだ。また、四條畷市児童・生徒学力向上3ケ年計画に基づく児童生徒の個に応じた学習支援体制の充
実を図った。
　学習指導員　　　　：　　1,679時間（小学校　6校　中学校　3校）
　学生ボランティア　：　　　326時間（小学校　2校　中学校　1校）

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・第3期児童・生徒学力向上３ケ年計画、・教職員研修の充実

学校教育番号 ２－１ 担当課 学校教育課 分野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

学校教育番号 ２－２ 担当課 学校教育課 分野

施策 未来に向けた資質・能力の育成

主な成果と課題

●英語教育の推進
　グローバル化に対応した英語によるコミュニケーション力の基盤を築くため、小学校の全学年で大阪府開発のオリジ
ナルDVD教材であるDREAM（英語の「音」と「綴り」の関係を学ぶフォニックスを中心とする学習教材）を活用
し、英語学習を推進し、市内小学生の流暢な発音、的確な聞取りなど、コミュニケーションに資する能力を育むことが
できた。
　市全体で英語教育を推進するなか、英語に興味をもち、目標をもってチャレンジする子どもへの支援として、平成２
９年度から実用英語技能検定の受検料の補助を行った。
　また、英語教育担当教員連絡会において、研究授業及び教材開発、各校での取組みの共有及び国の動向を踏まえた研
修を実施した。
●外国人指導助手（ALT）による指導
　小学校では、児童が英語に興味関心を抱き、実践的なコミュニケーション能力の向上を図るため、中学校配置のALT
を活用のうえ取組みを推進し、平成２９年度からは英語教育の更なる発展をめざし、早期から本物の英語に慣れ親しむ
機会を増やすため、小学校専属ALTを配置した。
　中学校では、小学校における外国語活動、外国語科の内容を踏まえ、生徒が身近な事柄について外国語を使ったコ
ミュニケーションができる能力の育成に努めた。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・英語教育の推進

CEFR A1レベル相当（英検３級相当）の割合（中学校３年生） 28.8% 平成28年度 37.8% 50%

GTECJunior２（小学校６年生）のトータルスコア 288.3 平成29年度 342.9 325

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　教育振興ビジョンに基づき、早期から英語によるコミュニケーション力の基
盤を築くこと、また、児童生徒の英語力向上と教員の指導力向上をめざし、英
語教育の推進にあたった。
　この結果、小学校ではGTECJunior２の目標値を大きく上回る英語力を育む
ことができた。
　一方、中学３年生時のCEFR A１レベル相当の割合は、28.8%→３7.8%ま
で上昇したものの、目標値に到達することができなかった。

計画名 四條畷市児童・生徒学力向上３ヶ年計画～プラスワン～

評価観点 評価 評価の理由



 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

学校教育番号 ２－３ 担当課 学校教育課・教育総務課 分野

施策 未来に向けた資質・能力の育成

主な成果と課題

　
　平成30年11月に策定した四條畷市立小中学校における教育の情報化整備計画に基づき、子どもたちの情報活用能力
の育成、効果的 に ICT を 活用 した分かりやすく深まる授業の実現、家庭学習の推進、校務の情報化の4つのめざす姿
の実現に向けて、各種施策を推進した。
　平成３０年１２月には、大阪電気通信大学とプログラミングに係る連携協定を締結のうえ、教職員研修に加え、小学
校でのプログラミングの授業支援及び授業公開を行った。
　令和元年度には、教職員の校務の効率化及びセキュリティレベルの向上を趣旨に、校務用ＰＣの更改及び追加配備を
行い、教職員の1人1台環境を整備するとともに、強固なネットワーク環境の整備を行った。また、ＩＣＴを活用した
教育を推進するため、パソコン教室の機器を更新し、セキュリティを強化した環境整備に加え、プログラミング学習に
も活用できる授業支援システムを導入し、各学校での活用を図った。
　令和2年度には、国によるＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、学校内の高速大容量ネットワーク及び児童生徒1
人1台のタブレットＰＣなど、学校教育におけるＩＣＴ環境の整備を行い、コロナ禍における学びの継続と個別最適化
した学習の推進に努めた。また、教員の校務の効率化による働き方改革に寄与し、児童生徒の向き合う時間の確保を趣
旨に、小中学校全校に統合型校務支援システムを導入した。
　今後は、これまでの教育実践とICTのベストミックスを図り、教員と児童生徒の力を最大限に引き出すべく、利活用
に向けた研修の充実とともに、保護者への理解促進に向けた働きかけを行い、定着に向けた取組みを進める。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・ICTを活用した教育・プログラミング教育の推進

ICTを活用して児童生徒の意見などを
効果的に提示すると答えた教職員の割
合
【学校における教育の情報化の実態等
に関する調査】

― 44% 60%

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｃ

　令和２年度末に児童生徒用のタブレットPCを導入し、ICTを活用した授業づ
くりの環境が整ったばかりである。
　効果的な活用にまで達しておらず、今後、教員への研修を重ねつつ、課題を
整理し、段階的な活用を図る必要がある。

計画名 四條畷市立小中学校における教育の情報化整備計画

計画名 市立小中学校におけるICT利活用計画

評価観点 自己 評価の理由

計画名 市立小中学校における教育の情報化整備計画に基づくGIGAスクール構想



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

学校教育番号 ２－４ 担当課 学校教育課 分野

施策 体力の向上

主な成果と課題

　
　体育の授業をはじめ、体育的行事や行事に向けた取組みを通し、児童生徒が生涯にわたり心身の健康を保持増進し、
豊かなスポーツライフを実現するための資質、能力の育成を目標とした教育に取り組んだ。
　また、全国体力・運動能力、運動習慣等調査を実施し、結果を分析することで、成果と課題を把握し、指導改善へと
つなげるＰＤＣＡサイクルを確立するとともに、体力づくりアクションプランを各校で作成し、自校の課題や取組み、
検証のための指標を明確化し、子どもたちの体力向上につなげた。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・全国学力・運動能力、運動習慣等調査の実施

運動が好きと答えた割合　中学校
【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】

男６５％、女４９％ 平成26年度 男４２％、女52％ 60%

運動が好きと答えた割合　小学校
【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】

男６２％、女５１％ 平成26年度 男５２％、女５３％ 60%

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　全国体力・運動能力、運動習慣等調査を活用し、授業改善にむけたＰＤＣＡ
サイクルが確立されてきた。
　また、全小中学校が体力づくりアクションプランを作成し、各校の課題、取
組み、評価指標を整理し、子どもたちの体力向上につなげることができた。
　一方、運動が好きと答えた男子の児童生徒の割合は減少している。

計画名 体力向上アクションプラン（各校の教育計画）

評価観点 評価 評価の理由



 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

地場産率（金額ベース） 30.6% 平成29年度 47.0% 25.0%

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　平成27年度の発電と給湯を同時に行うガスコージェネレーションの採用や
28年度の電気・ガスの自由化を活用し、光熱水費の削減が図られた。
　また、施設内飲み水貯水槽（91トン）に緊急遮断弁を設置し、電気、ガ
ス、水のライフラインが整った。
　30年度から地場産米を100％使用するとともに、その他野菜などの材料に
おいても、産業振興課及び市内営農者と連携し、地場産率の向上に努めてき
た。
　加えて、学校給食センターの見学を通し、食生活が食にかかわる人々の様々
な活動に支えられていることを周知できた。

計画名 四條畷市食育推進計画

評価観点 評価 評価の理由

省エネルギー化（削減効果額） 12,636,711円 平成27年度 11,031,006円 4,800,000円

給食センター見学 480人 平成29年度 80人 －

施策 食育の推進

主な成果と課題

　
　学校給食センターでは、適切な栄養の摂取による健康の保持増進、食事についての正しい理解を深めること、学校生
活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うことなど、学校給食法が定める目標達成をめざし、安心、安全でお
いしい給食の提供に努めるよう業務にあたった。
　学校給食センターの見学について、小学１年生の児童を中心に例年４００人程度利用いただいていたが、令和2年度
はコロナ禍の影響により見学者数が１校、８０人と減少した。
　見学にあわせて、地産地消について、給食のひみつ　バランスよく食べよう、１日のスタートは朝ご飯から、食の大
切さなど、給食センター職員や栄養士から食育授業や食の指導を行い、給食を残さずに食べることや食によって多くの
方が関係していることを考えるよう動機付けを図った。また、地元農園に協力いただき、児童が収穫体験をして、野菜
等を作る大変さや給食を作る大変さを紹介することで、給食の残菜が大幅に減少することに寄与した。
　しかしながら、コロナ禍で、実際にセンターにおいて、見る、聞く、嗅ぐなど、直接体験することができないことに
より、給食をはじめ、食に対する理解を深める方法が難しくなっているのが課題である。
　食材の地場産率について、平成２６年度における１４％から、新たな献立メニューの開発や本市の農協、農家、農園
と連携（地場産野菜のかぼちゃパイ、オリジナル地場野菜ふりかけ、給食で提供するご飯は全て四條畷米（ひのひか
り）を使用）し、令和２年度においては４７％と使用率が上昇した。
　一方、お米の地場産率は100％であるが、野菜などの地場産率は納入増量を求めることが難しくなっているため現状
維持であることが課題である。
　調理については、引き続き、納入食材の産地や温度、作業工程表、調理中温度管理等のチェック表の確認や管理がさ
れるなどの高度な衛生管理のもと安心、安全な給食の実施に努めている。
　設備では、ガス・コージェネレション設備を導入するとともに、電気・ガスの自由化に伴うプラン変更により光熱水
費のを削減した。また、敷地内には貯水槽（９１トン）を備え、緊急時に供給ラインを守る地震対策緊急遮断弁を設置
した。また、太陽光パネルを設置し、売電を行っている。
　課題としては、新たな設備が導入されてはいるが、開設当時の厨房機器が老朽化し、備品、消耗品の耐用年数が過ぎ
ており、修理時の交換部品が調達できない状況が出始めている。早急に更新計画を作成し、予算計上していかなければ
ならない。
　学校給食費の公会計化について、システム導入に伴う仕様書の作成から本稼働までの業務があり、また、食材調達の
方法の変更など、限られた職員で行うのに膨大な作業工程があることが課題となっている。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・学校給食センター、・四條畷市食育推進計画、・学校給食の取組み

学校教育番号 ２－５ 担当課 学校給食センター 分野



 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　各学校園とも１回は巡回相談を実施し、追加の依頼にも対応していることか
ら、相談数が増加傾向にあり、各担当者の意識向上や関係機関との連携が深
まっている。
　一方、毎年、年に３回以上の支援教育に係る研修会を実施し、個別の教育支
援計画及び指導計画の意義、作成や引継ぎの流れ、授業のユニバーサルデザイ
ン化について指導助言してきた。
　結果、「学校の教員は特別支援教育について理解し、前年度までに調査対象
学年の児童生徒に対する授業のなかで、特性に応じた指導上の工夫を行った」
の最肯定回答に向上は見られたものの、目標値に達していないため、評価をB
とした。

計画名 個別の教育支援計画

評価観点 評価 評価の理由

「学校の教員は特別支援教育について
理解し、前年度までに調査対象学年の
児童生徒に対する授業のなかで、特性
に応じた指導上の工夫を行った」の問
いに対する最肯定回答の割合
【全国学力・学習状況調査　学校質問
紙】

18.2% 平成26年度 30% 50%

施策 支援教育の深化

主な成果と課題

●スムーズな就学・進学
　就学前から小学校、中学校と、組織的、計画的に指導が継続し、児童生徒一人ひとりに応じた、きめ細やかな指導を
めざし、個別の教育支援計画の作成と活用に関する研修を実施した。
　また、教育委員会の担当者と市のリーディングスタッフで学校園の巡回相談を実施し、適切な支援方法の指導助言を
行った。
●個に応じた支援の充実
　障がい種別に応じた学級設置や介助員、看護師、学校支援員を適切に配置し、学校全体の支援体制の充実を図った。
　また、小中学校に通級指導教室を設置し、発達段階に応じた支援体制の充実を図った。
●UDによる授業、集団づくり
　畷スタンダードを推進し、通常学級における支援教育の観点を取り入れた授業や一人ひとりの違いを認め合える集団
づくりを推進した。
　今後は、より学校全体で取り組むことができる環境づくり、障がい理解の推進、専門性の向上をめざし、引き続き定
期的な研修を実施する。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・ユニバーサルデザインによる授業づくり、集団づくり

学校教育番号 ２－６ 担当課 学校教育課 分野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　畷の子どもつながりプランに係る９年間版の個別調査カードの作成に関する
研修を実施し、全ての教職員へ周知することができたが、新型コロナウイルス
の拡大を受け、学校全体をコーディネートするための研修が予定通り開催でき
なかった。
　学校が安心安全な居場所となるよう、児童生徒の自己肯定感を向上させ、周
りの友だちや大人に認められる取組みを実施し、全国学力・学習状況調査　児
童生徒質問紙の「将来の夢や目標を持っていますか」の問いに対する肯定回答
割合に一定の改善が見られた。しかし、目標値に達成していないことから評価
をBとする。

計画名 畷の子どもつながりプラン

評価観点 評価 評価の理由

「将来の夢や目標を持っていますか」
の問いに対する肯定回答割合
【全国学力・学習状況調査　児童生徒
質問紙】

小：８３．６％
中：６７．４％

平成26年度
小：７９．６％
中：７０．３％

85%

施策 子どもの貧困対策

主な成果と課題

　
　策定したプランをもとに、全小中学校で個別調査カードを活用した全児童生徒のスクリーニングを行い、個別支援が
必要な場合は専門家を交えたケース会議を経て、対象児童生徒及び家庭のアセスメントとプランニング、具体的な支援
を行った。
　また、毎年個別調査カードの作成に関わる研修を実施し、全ての教職員へ周知した。
　一方、個別調査カードが教員による手書き作成であり教員の負担が大きいことから、運用方法の検討が必要となって
いる。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・畷の子どもつながりプラン

学校教育番号 2－7 担当課 学校教育課 分野



 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により人権研修会などの中
止、縮小を余儀なくされたが、人数を制限したり、オンライン開催を行うな
ど、研修の形を工夫することで教職員の意識向上を図ることができた。
　各校、いじめの防止及び不登校対策を充実させ、組織的な対応を進めること
で、未然防止、早期発見ができたものの、指標の実績値は目標に届いていな
い。

計画名 いじめ防止基本方針

評価観点 評価 評価の理由

「自分にはよいところがあると思う」と答えた
割合【全国学力状況調査】

小73.3％、中64.1％ 平成28年度 未実施 小75％、中７５％

各校で実施された人権教育に係る研修会 １０回 平成28年度 9回 ９回

施策 豊かな心の育成

主な成果と課題

　
　学校教育を通じ、人権教育、道徳教育、郷土愛の醸成に取り組み、いじめの防止及び不登校対策を充実し、子どもの
豊かな心、生きる力を育むよう取り組んだ。
　また、四條畷市人権教育研究協議会と連携し、教職員に対する多様な人権教育研修を行い、出会いから学んで多様性
を認め合える教育活動の充実及び教職員の資質の向上に努めた。
　特別の教科 道徳を通じ、児童生徒が道徳的価値に気づき、実践できるよう、大阪府の道徳推進事業を活用し、大阪
府教育センター指導主事から学習の進め方や学習評価のあり方についての指導を受け、授業力の向上を図った。
　小学３、４学年から郷土教育副読本「わたしたちの四條畷」を活用し、郷土を誇れる子ども たちの育成に努めた。
　また、小学 4 学年から中学 3 学年を対象に学級集団状況調査（hyper-QU） を実施し、集団における児童生徒の実
態を分析のうえ、集団づくりに活用した。
　いじめ防止基本方針に基づき、未然防止、早期発見の観点から学校が適切に指導及び対応できるよう、管理職及びミ
ドルリーダー研修を実施するとともに、学校のいじめ防止基本方針の見直しを進め、組織的な対応を推進した。
　各校の管理職、生徒指導担当教員を対象にスクールロイヤーによる研修を実施した。
　また、不登校児童・生徒への支援について、市教育センターと連携し、家庭教育支援、関係機関連携支援の充実を
図った。
　これらの取組みから、児童生徒の自己肯定感、郷土に対する想いの醸成に成果が見られる一方、昨今の教育課題や地
域、保護者のニーズが多岐にわたり、学校の多忙化、疲弊感が否めない。
　今後は、教職員が子どもたちとより一層向かい合い、日々の研鑽を積める時間の確保が必要であり、これまでの取組
みを発展的に捉え、より効果的な研修を実施し、子どもたちに届く支援に努めなければならない。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・人権教育の推進、・道徳教育の推進、・郷土学習の推進、いじめ防止対策、・不登校対策

学校教育番号 ２ー８ 担当課 学校教育課 分野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

学校教育番号 ２－９ 担当課 学校教育課 分野

施策 ソフト面の教育環境整備

主な成果と課題

　
　出退勤システムの導入により、教職員の業務時間への意識が高まったものの、時間外在校等時間は月あたり小学校が
35.8時間、中学校が43時間と依然として課題を有する状況にある。
　部活動の負担軽減に向けて、市内3中学校に3人の部活動指導員を配置し、当該顧問の負担軽減が図れた。今後は、
部活動指導員の拡充を図るとともに、教職員が部活動への従事を希望しない土、日に関し、令和5年度までに地域によ
る受け皿を確保する必要がある。
　令和3年度にモデル校区で取り組むコミュニティースクールについて、管理職の業務量減少も含めた効果検証を行う
予定としている。
　各校の実情に応じ、少人数指導、35人学級などの加配教員の適切な活用を図るとともに、SC、SSWや学校支援
員、学習支援員、学生ボランティアなどを引き続き活用し、業務の適正化を図る。
　個別支援、家庭支援のニーズが高まる一方であることから、年間2回実施する教職員のストレスチェックにより、メ
ンタルヘルス不調の未然防止に努めるとともに、全校に導入した校務支援システムの効果的活用に向けた研修等を実施
し、校務に係る時間を効率化する。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・学校現場の業務の適正化並びに学校の指導、運営体制の効果的な取組み

1月あたりの時間外在校時間（中学校平均） 41.4時間 令和元年度 43時間 40時間以下

1月あたりの時間外在校時間（小学校平均） 30.5時間 令和元年度 35.8時間 40時間以下

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ａ

　校務支援システムの導入、ストレスチェックの実施、外部人材の活用など、
さまざまな取組みを推進したことにより、新型コロナウイルス感染症対策によ
る業務が増加したなか、時間外在校時間を一定抑えることができた。
　また、教職員の個別状況について、校長との協議に加え、教育委員会による
個別相談を実施した。

計画名 ―

評価観点 評価 評価の理由



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　教育相談の専門的な人的配置（スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカー、元教育関係職員等）により、市域の教育相談体制が構築できた。
　一方、不登校者数の増加傾向がみられ、魅力ある学校づくり体制が未だ十分
ではない。
　今後、教員研修機能を含めた教育センター運営ができるよう、施設の在り
方、指導主事の人的配置等の整備が必要である。

計画名 畷の子どもつながりプラン

評価観点 評価 評価の理由

教育相談室における相談件数（不登校） 224件 平成28年度 651件 450件

学校訪問件数 200件 平成29年度 293件 250件

施策 ソフト面の教育環境整備

主な成果と課題

　
　平成３０年度から教育センターが課となり、教育研究、人材育成の拠点として教員研修及び教育相談や学校支援に係
る機能の充実を図った。しかしながら、正規職員が兼務により常駐しておらず、教員研修機能を含めた教育センターの
役割について、施設の在り方を含め総合的な議論が必要となっている。
　子どもの貧困緊急対策事業費補助金を活用し、教育相談の専門的な人的配置（スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、元教育関係職員等）、学校連携の構築、教育相談体制の充実を図ったが、不登校の児童生徒数がなか
なか減少せず、府内においても出現率の高い状況にある。
　また、教育相談件数が年々増加し、児童生徒のみならず保護者の困り感や家庭背景に寄り添い課題解決を図ることが
求められており、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門家の配置が欠かせないが、任用条件等
に課題を有している。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・教育センターの充実

学校教育番号 ２－１０ 担当課 教育センター 分野



 
 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

社会教育番号 ３－１ 担当課 生涯学習推進課 分野

施策 生涯学習活動の支援

主な成果と課題

・生涯スポーツの振興、・文化・芸術の振興、・自ら学ぶ環境づくり、・識字施策の推進、・次世代の人材の育成

●生涯スポーツの振興
   令和元年度に策定したスポーツ推進計画をもとに、各種スポーツ団体や指導者等と協働のもと各種イベントを開催
し、スポーツの振興を促進している。
【市民総合体育大会】１５種目にわたり開催しており、約2,000人を超える参加がある。令和２年度で第４５回を迎え
るが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となった。
《参加者》平成26年度：2,325人、平成27年度：2,267人、平成28年度：2,269人、平成29年度：2,157人、平
成30年度：2,410人、令和元年度：2,303人、令和２年度：中止
【畷歩こう会】自然と触れ合いながら健康増進と参加者相互の交流を図るべく、毎月第２日曜日（１０月は第３日曜
日）に四條畷神社から飯盛山頂までのコースで実施している。１０月の体育の日に開催する「畷歩こう大会」式典で
は、参加回数に応じて認定証や記念盾を交付している。
《参加者》平成26年度：350人、平成27～29年度：300人、平成30年度：1,157人、令和元年度：1,150人、令
和２年度：431人　※平成30年度以降、延べ参加人数を記載。
【市民体育祭】
《参加者》平成26年度：約2,500人、平成27・28年度：約2,000人、平成29年度：約450人、平成30年度：中
止、令和元年度：719人、令和２年度：中止
【ニュースポーツ体験】
《参加者》平成30年度：171人、令和元年度：130人、令和２年度：104人
【マラソン大会】
《参加者》平成26年度：878人、平成27年度：1,919人（完走者）、平成28年度：2,399人（うち完走者1,988
人）、平成29年度：1,639人（うち完走者1,592人）、平成30年度：1,711人（うち完走者1,395人）※令和元年
度より運営面、予算面、安全管理に課題があることから開催休止。

●文化、芸術の振興
　平成29年に第２次文化芸術振興計画を策定し、計画に基づいて文化芸術の普及と振興に努めた。
【市民文化祭】地域文化の向上や創作活動の普及促進のため発表の機会を確保すべく、毎年11月の第１土曜・日曜に
舞台出演の部、展示の部、模擬、ワークショップの部を開催している。
《来場者》平成26年度～令和元年度：延べ約2,000人、令和２年度：延べ281人
【なわて伝統文化教室】古くから受け継がれてきた伝統文化を次世代に継承するため、子どもから大人までの市民を対
象に文化教室の紹介をチラシとポスターにし、各社会教育施設および小中学校に配布した。
《参加団体数》平成26年度：5団体、平成27年度～平成30年度：6団体、令和元年度・２年度：7団体

●自ら学ぶ環境づくり
　情報化社会の進展における情報格差の解消を図るため、パソコンやインターネットに関する基礎的な知識を習得でき
る講座を開催している。
【ＩＴ講習会】市民が市のホームページを閲覧し、意見を寄せたり、情報を収集するために必要なインターネットおよ
び電子メール交換機能を習得できるよう、ITボランティアサークル「eなわて」のメンバーが講師となり、基礎講習
（入門編・応用編）、年賀状講習会、平成30年度からは新たにWord講習会、Excel講習会を追加し、開催している。
《講習の開催回数および参加者数》平成26年度：10回・43人、平成27年度：10回・39人、平成28年度：10回・
35人、平成29年度：18回・77人、平成30年度：22回・85人、令和元年度：16回・81人、令和２年度：13回・
55人※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休講があった。

●識字施策の推進
　識字施策推進指針に基づき計画的に施策を推進していくため、平成２９年３月に改訂した第２次四條畷市識字基本計
画に則り、非識字者に対する取組みを行っている。令和３年３月には「第３次四條畷市識字基本計画」を策定した。
《ふりがな表記の実績》ふりがなが記載された公用文書数　平成27年度：93、平成28年度：182、平成29年度：
217、平成30年度：245、令和元年度：250、令和２年度：未集計
《にほんご教室の開催回数および登録者数》平成26年度：年97回84人、平成27年度：年98回101人、平成28年
度：年97回82人、平成29年度：年93回71人、平成30年度：年91回71人、令和元年度：年82回81人、令和２年
度：年42回26人
《みんなきてや学級の開催回数》平成26年度 45回、平成27年度：26回、平成28年度：17回、平成29年度：43
回、平成30年度：41回、令和元年度：30回、令和２年度：21回
　
●社会教育関係団体への支援
　社会教育関係団体の自主活動を支援するため、自立事業への補助金支出及び発展に資する情報提供を行っている。
《補助金交付状況》
四條畷市スポーツ少年団本部：スポーツ少年団本部体育祭の開催⇒平成26～令和元年度 260,000円・令和２年度
なし
四條畷市文化協会：夏祭およびサマーフェスティバルなどの開催⇒平成26年度 152,979円・平成27年度182,203
円・平成28年度 165,074円・平成29・30年度 200,000円・令和元年度 140,767円・令和２年度なし
四條畷市体育協会：スポーツカーニバルの開催⇒平成26年度 267,000円・平成27年度 267,000円・平成28年度
188,808円・平成29年度 141,954円・平成30年度 102,964円・令和元年度 129,400円・令和２年度なし
四條畷市婦人会連絡協議会・婦人会会員研修の開催⇒平成26～令和元年度63,000円・令和２年度なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

市民文化祭の来場者数 約2,000人 平成26年度 281人 ―

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

●次世代の人材の育成
【体育文化奨励賞】体育および文化活動の振興、発展を促進するため、例年１２月の第１日曜日に特に功績が顕著な団
体および個人を顕彰する表彰式を執り行い、表彰をおこなっている。
《受賞者数》平成26年度：個人13人、平成27年度：個人16人・団体2、平成28年度：個人17人・団体1、平成29
年度：個人20人・団体２、平成30年度：個人17人、令和元年度：個人16人、令和２年度：個人7人
【文化人の発掘】市内で活躍する人材を発掘し、文化協会発行の文化協会だよりでその活躍を取り上げて周知等行って
いる。
【生涯学習ボランティアの活用】より多くの市民の豊かな経験、知識、趣味、技術や技能などをボランティア登録いた
だき、それを必要としている個人や団体、または地域に活かすことで、生きがいづくりと魅力あるまちづくりに繋げて
いくため、総合的な生涯学習ボランティア登録制度事業の推進を行っている。
《利用状況》平成26年度：７件（うち受託件数6件）、平成27年度：7件（うち受託件数6件）、平成28年度：10件
（うち受託件数７件）、平成29年度：14件（うち受託件数10件）、平成30年度：６件（うち受託件数5件）、令和
元年度：８件（うち受託件数７件）、令和２年度：１件（うち受託件数１件）
《登録者数》平成26年度：個人51人・団体16団体、平成27年度：個人52人・団体16団体、平成28年度：個人５2
人・団体１７団体、平成29年度：個人５2人・団体１７団体、平成30年度：個人53人・団体17団体、令和元年度：
個人34人・団体15団体、令和２年度：個人36人・団体16団体

■課題
　各種団体等生涯学習に携わる人材の高齢化により、事業の継続性を確保していくことが困難となるものも生じてい
る。地域人材の地道な発掘が必要と考える。

ふりがな表記の実施件数 93 平成27年度 250（Ｒ1） ―

市民体育祭の来場者数 約2,500人 平成26年度 719（Ｒ1） ―

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　各種イベントにおいては、趣味嗜好の多様化に適宜対応し、市民ニーズをと
らえた改善が必要と考える。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動を縮小した団体もあ
ることから、安定的に活動を支援できるよう先進事例を調査し、本市に取り入
れていく検討を進める必要がある。
　以上のことから、今後の改善の余地を踏まえＢ評価とした。

計画名 四條畷市スポーツ推進計画

計画名 第２次四條畷市文化芸術振興計画

評価観点 評価 評価の理由

計画名 第３次四條畷市識字基本計画



 
 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

にほんご教室学習支援者数 21人 平成28年度 21人 学習者に対応した人数確保

にほんご教室学習者実数（延べ人数） 84(947）人 平成26年度 26（166）人 学習が必要な人への支援

公民館フェスティバル参加団体数
コロナ禍により未実施
（令和元年度47団体） 前年度より増加

市民ホール利用率 17.9% 前年度より増加

56団体 平成26年度

24.7% 平成28年度

公民館定期利用団体数 80団体 前年度より新規１団体増加86団体 平成28年度

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　市立公民館振興計画、識字基本計画に基づき計画どおりに取り組み、一定の
成果はあるものの、高齢化、コロナ禍において各種サークルが減少したこと
や、各事業において多様化する市民ニーズに対応する更なる取組みが必要であ
ることから、今後の改善の余地を踏まえ本評価とした。

計画名 第2次四條畷市立公民館振興計画

計画名 第3次四條畷市識字基本計画

評価観点 評価 評価の理由

公民館利用率 41.3% 平成28年度 26.5% 前年度より増加

施策 生涯学習活動の支援

主な成果と課題

　
  公民館では、市民教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを
趣旨とし、市民ニーズに応じた生涯学習、教育文化事業の展開及び活性化を図ることを目的に、第2次市立公民館振興
計画、各年度事業計画に基づき、地域住民の集まり、学び、つなぐ地域づくりの拠点施設として各種講座をはじめ、
サークル活動等の支援を行った。
　定期継続利用サークルの活動成果発表の機会として開催する公民館フェスティバルの平成26年度の参加は福祉団
体、紀北町との交流等も含め56団体、直近の令和元年度開催時には47団体で、サークル、福祉団体、紀北町からの参
加とも減少した。
　また、サークル活動の活性化を図る事業として開催のサークル活動体験会「オープンサークル」、市民企画講座等に
より新規サークルの立ち上げ、既存サークルへの参加者増員を図った。
　定期利用サークル数は、高齢化、コロナ禍を主な理由に解消、合併、解散により平成28年度から10団体減少した
が、新規活動団体が4団体増加し、80団体が定期的なサークル活動を行っている。
　公民館の利用率としては、平成2８年度が４１．３％、休館等コロナ禍による影響のない30年度は４１．４％と横ば
い、定期継続利用サークルへの登録がないサークルが増加傾向にあり、全体的な利用団体は増加傾向である。但し、令
和元年度、2年度はコロナ禍の影響により施設休館や活動自粛団体が多数あり利用率は減少している。
　市民ホールの利用率は平成28年度から30年度まで増加傾向にあったものの、コロナ禍の影響により以降減少して
る。
　今後の課題として、感染症対策等安心安全な環境づくり、地域住民の生活様式の変化、価値観の多様化等による市民
ニーズに対応し、Wi-Fi環境の整備をはじめ、オンラインでのサークル活動、各種講座への参加、新たな自主活動の創
出など、公民館活動の活性化に向け取り組む必要がある。
　識字施策の推進について、識字基本計画に基づき、にほんご教室を運営し、ボランティア講師の協力のもと日本語の
学習だけでなく文化、生活様式など学習者が必要とする支援を行った。教室では1対1を基本とし、日本語能力に応じ
グループ学習を行うなど対応した。学習以外の支援として、災害や感染症対策などの情報をやさしい日本語で提供する
ほか、日常生活での不安や困りごとの相談等に対応し、関係機関へ繋ぐなど必要に応じ支援を行った。学習者数は、平
成26年度は84人、令和元年度は81人とほぼ横ばいで推移してきた。2年度はコロナ禍により人数制限を設け予約制と
したことから２6人と減少している。
　今後の課題として、市内の外国人住民の増加とともに、学習希望者も増加傾向にあることから、ボランティア講師等
支援者人材の確保、学習内容、相談等多様な課題に対応するため支援者及び担当職員のスキルアップに向けた取組みを
要する。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・自ら学ぶ環境づくり、・公民館

社会教育番号 ３－２ 担当課 公民館 分野



 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

―

13,961人 平成26年度 6,352人 7,000人

　上記のうち児童書の冊数

０～１５歳の延べ図書館利用人数

114,183点 平成26年度 75,862点

社会教育番号 ３－３ 担当課 図書館 分野

施策 読書活動の拡充

主な成果と課題

●市民とともに歩む図書館
【本館】市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、資料の貸出しや情報の提供はもとより、読書活動
の振興を担う施設として、おはなし会や人形劇等の行事のほか、種々の事業を展開した。
【田原分館】本市の東部地区の図書館サービス拠点として、資料、情報の収集や提供に努めた。また、本館同様に種々
の事業を展開した。
【新型コロナウイルス感染防止対策】
　感染防止対策として、令和2年4月1日から5月25日まで臨時休館を行った（休館日数：計４６日）。
　5月26日以降の開館にあたっては、密を回避するため、5月19日から24日の間は予約本の受渡しのみを行い、その
後感染状況を踏まえて、制限付き（滞在時間や入館人数）で開館する段階的対応とした。
　また、利用にあたってはマスク着用や手洗いを呼びかけるとともに、利用された図書の消毒作業を行う等、感染防止
に努めた。
●第３次子ども読書活動推進計画
　国の子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画等を踏まえ、令和元年度を初年度として策定した標記の計画に基
づいた取組みを展開した。
【学校図書館支援】計画の重点施策として、学校図書館に職員（支援員）を派遣のもと、運営の支援を実施した。特
に、読書離れが進む中学校においては、市立図書館から本の配送や情報提供の強化を図る等、読書離れ対策に努めた。
【ブックスタート】乳幼児向けの取組みとして、絵本を開く楽しいひと時を赤ちゃんと分かち合うことを趣旨に、赤
ちゃんに絵本をプレゼントする事業を実施した。（保健センターにて毎月実施）

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・市民とともに歩む図書館、・第３次子ども読書活動推進計画

学校図書室来室回数(１人あたり） 14人 令和元年度 9.5回/人 7回/人

個人貸出点数 353,171点 平成26年度 217,413点 ―

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　目標値は、新型コロナウイルス感染防止対策による臨時休館や制限付き開館
による利用者減を鑑み、当初の７割弱程度の数値とした。
　しかしながら、学校図書室来室人数は目標値を上回ったものの、０～１５歳
の延べ図書館利用人数は目標値を下回った。
　利用人数減少の要因としては、来館人数を抑制するために、通常より長めの
貸出期間としたことが最も大きな要因と考えられる。（通常２週間⇒３週間）
　また、子どもにとっては、入館受付制が気軽に来館できない印象を受け、利
用減の要因の一つになったとも考えられる。

計画名 第３次四條畷市子ども読書活動推進計画

評価観点 評価 評価の理由



 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

社会教育番号 ３－４ 担当課 生涯学習推進課 分野

施策 文化財の保護と継承

主な成果と課題

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

●市史編さん事務
　四條畷の歴史を調査、研究し、活字資料として残すこと、市史を有効活用してもらうことにより、郷土愛の育成につ
なげることを主旨として、平成２７年度に四條畷市史第５巻考古編を刊行し、令和３年度に四條畷市史第６巻民俗編を
刊行する予定で、各執筆者が、調査研究、原稿の執筆、編集作業などを進めている。
●文化財保護事務
　市内の貴重な文化財の継承、保護、活用に向けて、文化財保護条例に基づき文化財保護審議会を年２回開催し、本市
の文化財行政について審議していただいた。
　開発工事により遺跡が破壊される範囲については、文化財保護法に基づき埋蔵文化財緊急発掘調査を実施して記録保
存と公開に努めている。民間工事に伴うものについては毎年３件程度、公共工事に伴うものについては平成２７年度に
都市計画道路雁屋畑線建設工事に伴って実施した。
　発掘調査の成果を四條畷市文化財年報として毎年刊行し、本市の歴史遺産について市内外へ情報発信した。
　大阪府・市町村生涯学習ネットワーク会議の一環として、北河内７市で生涯学習広域講座　おおさかふみんネット
聞く・見る・歩くの事業に毎年取り組み、市内外へ本市の歴史遺産について情報発信した。
　大阪府文化財愛護推進委員と河北文化財愛護推進委員連絡協議会委員の活動を事務局としてバックアップした。
●歴史民俗資料館運営事務
　貴重な遺産である歴史や文化財を愛護し、市民の郷土への認識を高め、また、文化の向上及び発展への意識向上を図
るため、常設展示、速報展示を行うとともに、秋季には企画テーマに沿った資料を府内外から借用して特別展を開催し
た。また、市内小学校の校外学習を実施した。
【年間来館者数】平成26年度：9,477人（１日平均33人）、平成27年度：9,191人（１日平均33人）
　　　　　　　　平成28年度：8,391人（１日平均30人）、平成29年度：8,809人（１日平均32人）
　　　　　　　　平成30年度：9,612人（１日平均35人）、令和元年度：8,832人（１日平均36人）
　　　　　　　　令和2年度：4,369人（１日平均16人）
●飯盛城跡国指定史跡推進事務
　戦国時代末期に近畿と四国の一部を支配する三好長慶が居城とした全国的にも貴重な飯盛城跡を保存、整備、活用し
ていくため、大東市と連携して飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会条例に基づく委員会の指導助言のもと、令和３
年度の国史跡指定をめざして平成２７年度から事業を開始した。２８年度から３０年度までは、現地での発掘調査、測
量調査と関係資料調査を実施し、令和元年度は、３年間の調査成果を飯盛城跡総合調査報告書として刊行した。２年度
は、地権者への同意取得作業を行うとともに、史跡指定と指定後に市が管理団体となる意見具申書を作成して文化庁へ
提出した。
　飯盛城跡の情報発信として、大東市教育委員会などとともに発掘調査報告会やシンポジウム関西城郭サミットを開催
した。なお、歴史民俗資料館には続日本100名城に関する飯盛城跡のスタンプを平成30年度から設置しており、全国
や海外からスタンプ押印のため多くの来館者があることから、飯盛城への関心の高さがうかがえる。
【スタンプ押印者数】平成３０年度：1,228人、令和元年度：1,026人、令和2年度：617人

■課題
　文化財の保護、継承、活用を着実、継続的に実施していくため、自治体史としての今後の市史編さんについて、記録
保存するための埋蔵文化財緊急発掘調査の対応、歴史民俗資料館をとおした歴史遺産の情報発信事業について、飯盛城
跡の史跡指定後は史跡保存活用計画、史跡整備計画を順次作成して文化庁の認定後に石垣などの適切な保護、安心安全
に見学できるような整備と活用について、スケジュール調整など様々な検討が必要である。

・郷土愛の醸成

飯盛城跡のスタンプ押印人数 1,228人 平成30年度 617人 1,000人

歴史民俗資料館年間来館者数 9,477人 平成26年度 4,369人 10,000人

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　本市の歴史遺産への関心の高さを示す指標のひとつである歴史民俗資料館の
年間来館者数から考察すると、令和2年度は新型コロナウイルス感染症のため
の臨時休館と特別展を開催しなかったことから減少しているが、例年の来館者
数１日平均３０人程度は、小規模の資料館としては比較的多い数値と判断す
る。
　今後は、文化財の保護、継承をとおした郷土愛の醸成のため、その活用方法
についての検討を行い、来館者数の目標値を達成していくことを課題として評
価をBとした。

計画名 ―

評価観点 評価 評価の理由



 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ａ

　指標の数値をはじめ、ビジョンに記載されている事項についても、ほぼ達成
できたと思われる。
　今後は、ふれあい教室利用料徴収率（滞納繰越分）の向上や、ひきこもりの
方の自立に向けた支援など、さらなる改善に向けた取組をよりいっそう進めて
いく。

計画名 四條畷市子ども・若者育成支援行動計画

評価観点 評価 評価の理由

ふれあい教室利用料徴収率（滞納繰越分） 28.6% 令和元年度 19.4% 15.0%

新規ひきこもり支援者数 14人 平成29年度 6人 ３人/年

施策 子ども、若者の健全育成

主な成果と課題

●放課後児童健全育成
　放課後等における児童の安全確保及び生活を支援し、児童の健全な育成を図るため、すべての小学校において余裕教
室を活用した、なわてふれあい教室を設置。この間、待機児童の解消に向けた定員の拡大や弾力的な受け入れ、時間外
利用制度の創設、おやつ代の公会計化など、様々な対応を行ってきた。今後は、利用料徴収率（滞納繰越分）の向上
や、ふれあい教室指導員等の人材をいかに確保していくかなどが課題である。
　また、児童に遊びや体験等ができる居場所を提供するため、放課後の各小学校の施設を利用し、地域のボランティア
の方に協力いただく放課後子ども教室を実施。この間、土曜日フォローアップ授業を引き継ぎ、まなび舎として学習を
メニューの一つに加えるなど、活動の充実を図ってきた。今後は、上記ふれあい教室との連携について、引き続き模索
していくこととする。
●青少年の健全育成
　青少年指導員協議会による各校区の見回り等や、青少年問題協議会、青少年健全育成活動推進本部による街頭での啓
発活動や講演会の開催など、学校、家庭、地域が連携し、青少年の健全育成に資する活動に引き続き取り組んだ。
　また、成人式については、新成人で組織する実行委員会による運営形式は継続し、コロナ禍においては、二部制の採
用や式典の内容と時間を縮小するなど、工夫した形での開催となった。今後は、実行委員のなりてをいかに確保してい
くかなどが課題である。
●子ども、若者ひきこもり対策
　ひきこもりの方やその家族からの聴き取り調査をもとに、四條畷市子ども・若者育成支援行動計画を策定。令和2年
3月に第２期計画として改訂した。この間、計画にもとづき、相談窓口の設置や明確化、臨床心理士を採用した相談支
援、ひきこもりの方の保護者を対象としたセミナーの実施など、様々な対応を行ってきた。
　なお、ひきこもりの問題については、相談内容の多様化や長期化の傾向が見られることから、今後は、福祉部局とも
連携をより密にして対応することが重要である。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・放課後児童健全育成、・青少年の健全育成、・子ども・若者ひきこもり対策

社会教育番号 ３－５ 担当課 青少年育成課 分野

ふれあい教室利用料徴収率（現年度分） 97.5% 令和元年度 99.5% 98.2%



 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

施策 社会教育施設の管理、運営

主な成果と課題

●指定管理者の評価
　指定管理者が制度の本旨に沿って適切に管理運営がなされているかを判断するため、教育委員会指定管理者選定・評
価委員会を開催し、市民総合体育館及び体育施設、野外活動センター、歴史民俗資料館、教育文化センター、市民総合
センター及び公民館の各指定管理者について、前年度の評価を実施している。
《各施設の評価点》
市民総合体育館及び体育施設：
　　　　　　　　　平成27年度・3点、平成28年度・3点、平成29年度・3点、平成30年度・3点、
                           令和元年度・3点
野外活動センター：平成27年度・4点、平成28年度・4点、平成29年度・4点、平成30年度・4点、
　　　　　　　　　令和元年度・4点
歴史民俗資料館　：平成27年度・4点、平成28年度・4点、平成29年度・4点、平成30年度・4点、
　　　　　　　　　令和元年度・4点
教育文化センター：平成27年度・4点、平成28年度・3点、平成29年度・3点、平成30年度・4点、
　　　　　　　　　令和元年度・4点
市民総合センター及び公民館：
　　　　　　　　　平成27年度・4点、平成28年度・4点、平成29年度・4点、平成30年度・4点、
                           令和元年度・4点
●指定管理者の選定
　各施設の指定管理者について、指定期間が満了する前年度に次年度からの指定管理者を公募し、教育委員会指定管理
者選定・評価委員会にて候補者を選定し、市議会の議決をもって指定管理者を決定してる。
《各施設の選定結果》
・市民総合体育館及び体育施設：令和2年度に選定⇒四條畷市スポーツコモンズ（令和３年度から令和７年度まで）
・野外活動センター：令和2年度に選定⇒特定非営利活動法人ナック（令和３年度から令和７年度まで）
・歴史民俗資料館：令和2年度に選定⇒地域文化財研究所（令和３年度から令和７年度まで）
・教育文化センター：令和元年度に選定⇒阪奈エンタープライズ株式会社（令和２年度から令和４年度まで）
・市民総合センター及び公民館：平成３０年度に選定⇒四條畷市ラーニングコモンズ（令和元年度から令和５年度ま
で）
●直営施設の管理運営
・市民活動センター、田原テニスコート、緑の文化園（野球場・球技場、テニスコート）
・総合公園※令和元年度まで都市整備部の補助執行をうけ、管理運営を行った。
●主な施設の使用率または来場者数
【市民総合体育館】
メインアリーナ：平成２９年度・８７．４％、平成30年度・８５．０％、令和元年度・８１．１％
多目的：平成２９年度・９０．３％、平成３０年度・８０．３％、令和元年度・８１．３％
【市民グラウンド】
平成２９年度・３０．８％、平成３０年度・３１．６％、令和元年度・２７．６％
【なわて水みらいテニスコート】
平成２９年度・５２．２％、平成３０年度・５４．８％、令和元年度・５５．６％
【野外活動センター】
デイキャンプ：平成30年度・12,012人、令和元年度・12,404人、令和２年度・5,700人
宿泊キャンプ：平成30年度・810人、令和元年度・587人、令和２年度・363人
【歴史民俗資料館】
※「文化財の保護、継承と活用」に掲載
【教育文化センター】
ホール：平成２９年度・開放日数３４６日/使用件数６９４件、平成３０年度・開放日数３４３日/使用件数６６８件、
令和元年度開放日数３１２日/使用件数６３１件
【市民活動センター】
体育館/平成２９年度・８３９件、平成３０年度・９０３件、令和元年度・７３７件
多目的室（１）/平成２９年度・６６０件、平成３０年度・７６９件、令和元年度・６０８件
多目的室（２）/平成２９年度・７４１件、平成３０年度・７３２件、令和元年度・６１３件
【公民館】
平成29年度・４１．４%、平成30年度・４１．５％、令和元年度・３９．８％
【市民総合センター市民ホール】
平成29年度・２６．９％、平成30年度・３０．０％、令和元年度・２９．８％

■課題
　限られた予算のなか、多様化する利用者ニーズに応えるべく、利用者アンケートなどをもとに管理運営を行う。

・利用者のニーズに応えるサービス

社会教育番号 ３－６ 担当課 生涯学習推進課 分野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　指定管理者のノウハウやアイデアを活かしながら、市民のニーズを的確に捉
え来場者や利用者の向上につなげていくことが必要である。
　ハード整備とあわせて必要な予算を確保し、改善につなげていくことが必要
であることから、評価をＢとした。

計画名 ―

評価観点 評価 評価の理由

指定管理者施設の評価点（５施設平均） 3.8 平成27年度 3.8 ―

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値



 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ａ

　学校再編の方向性が定まるまでの間、施設の大規模な改修等を控え、施設設
備の老朽化が深刻であったところ、平成３０年１１月の学校再編整備計画の策
定により、近未来から一世代を見通した施設整備の方針が固まり、急速に教育
環境の整備が進んだ。
　これにより、児童生徒の安心、安全はもとより、校舎及び屋内運動場の空調
設備の整備など、快適性の向上にも寄与できた。

計画名 四條畷市学校再編整備計画

計画名 市立小中学校における教育の情報化整備計画に基づくGIGAスクール構想

評価観点 評価 評価の理由

計画名 四條畷市個別施設計画【公共施設】

計画名 四條畷市学校空調設備整備計画

計画名 四條畷市学校施設修繕計画

令和2年度 目標値

空調設置率 62.3% 平成28年度 77.8% 100%

トイレの洋式化率（校舎棟） 43.7% 平成28年度 86.6% 100%

・学校施設の整備、修繕の実施

計画名 四條畷市立小中学校における教育の情報化整備計画

ハード整備番号 ４－１ 担当課 教育総務課 分野

施策 教育環境の整備

主な成果と課題

　
  平成２８年度開始の四條畷中学校及び四條畷西中学校大規模改修事業に加え、３０年１１月の学校再編整備計画策定
以降、令和元年度～２年度で忍ケ丘小学校大規模改修工事、２年度～３年度で小中学校屋内運動場空調設備設置、令和
２年度から３年間での小中学校校舎棟空調設備更新、令和３年度予定の消防防火設備改修など、多くの大規模事業を実
施し、加えて、大阪北部地震による各所の修繕対応、トイレの洋式化事業等に取り組み、教育環境の改善を果たした。
　また、国のGIGAスクール構想を受け急速に進めたICT環境整備に加え、計画的に実施してきた理科実験設備や学校
図書の充実、学校図書館支援員の配置、新聞配架等により、ソフト、ハード両面からの環境整備を行った。
　しかしながら、学校施設、設備については総じて老朽化が進んでおり、また、バリアフリーの推進に向けた法律改正
など、社会情勢の変化への対応が必要であることから、今後も四條畷市個別施設計画【公共施設】や学校施設修繕計画
等の関連計画に基づき、児童生徒の快適で安心、安全な教育環境の整備に努める。

指標名 当初 年度



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

ハード整備番号 ４－２ 担当課 教育総務課 分野

施策 学校再編整備計画の推進

主な成果と課題

　
　年少人口が減少を表す実態を受け、子どもたちへのより良い教育環境の実現並びに充実した学校生活の提供を趣意
に、少子化に伴う学校規模の適正化、同一小学校からの進学先の相違、校舎の老朽化といった教育委員会が抱える３つ
の課題を解消すべく、平成２７年３月に教育環境整備計画を策定のもと、一世代先を見据えての学校再編と施設整備等
に取り組んだ。
　このなか、２９年１月の東市長就任を機に、改めて、南中学校をはじめ、南小学校、東小学校のあり方は、過去の経
緯を尊重しつつ、市民方々より尚一層の意見聴取や議会との議論を踏まえ、市総意で決定すると合意、確認した。
　また、検討に際しては、市民方々の幅広い意見を聴取するため、年齢層ごとのアンケート、南中学校敷地内、活断層
の正確な位置を特定する調査及び学校施設老朽度等の見極めに必要な劣化診断の各々を要素に定め、案をまとめていく
とし、併せて、考え得る７つの再編案を抽出のうえ、それぞれに効果や課題、費用等を並べながら議論を深めた。
　加えて、平成３０年４月の南中学校休校に伴い転籍となった生徒、保護者を含む四條畷中学校全体へのアンケートと
意見交換、地区住民代表及び当該住民方々との意見交換会の内容をも要素に、教育委員会内で多岐に及ぶ審議を経て、
平成３０年１１月に学校再編整備計画を策定し、令和２年度から新たな校区による学校運営を開始した。
　今後は、今回の学校再編整備の検証を進めるとともに、小中一貫・義務教育学校の調査、研究を行うなど、学校規模
の適正化や効果的なあり方について継続的な検討に努める。
　

指標名 当初 年度 平成３０年度 目標値

・学校再編整備計画

地域、保護者との意見交換会の回数（累計） 30回 平成28年度 ６４回 ―

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ａ

　本市の学校適正配置が長らく定まらず、児童生徒及び保護者の不安につな
がっていたところ、地域や保護者、市議会との複数回にわたる意見交換を経
て、近未来から一世代を見通した再編案を取りまとめることができた。
　これより、学校の特性を踏まえた適正規模による学校運営だけでなく、見合
わせていた施設設備の大規模改修事業やICT環境整備に取り組むなど、ハード
面での整備も進めることができた。

計画名 四條畷市学校再編整備計画

計画名 四條畷市個別施設計画【公共施設】

評価観点 評価 評価の理由



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

学校教育番号 ４－３ 担当課 学校教育課 分野

施策 安心安全の確保

主な成果と課題

　
　小学校区における通学路の安全確保に向けた取組みを実施するため、関係機関と連携し、四條畷市通学路交通安全
プログラムを策定のうえ、抽出した危険箇所について関係機関 （学校教育課、建設課、四條畷警察署、危機管理課）
による合同点検や対策検討を行い、結果に基づく対策の実施、対策効果の把握、検証、改善を行った。
　また、警察、学校等関係機関の協力のもと、登下校の安全確保に向けた登下校防犯プランに基づく対策を進め、防犯
カメラ等を設置したことにより、登下校時の安全安心の確保につながった。
　令和元年度から関西電力が提供する見守りサービス「OTTADE!」を本格的に導入し、登録者が増加傾向にあり、登
下校の安全担保につながっている。今後も学校及び関西電力と連携を図り、未登録者への登録拡充の取組推進やアン
ケートを活用した利用者のサービス向上めざす。
　登下校時の児童生徒の安心安全の確保や教員の働き方改革を趣旨に、保護者や地域による見守りを充実させ、地域ぐ
るみでの見守り体制の構築を図る必要がある。

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値

・通学の安全対策

有益性及び必要性への肯定回答の割合
【見守りサービス「OTTADE！」保護者
アンケート】

93% 平成30年度 98%

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　関係機関と連携し、四條畷市通学路安全プログラムを策定することで、合同
点検や対策検討を行い、結果に基づく対策の実施、対策効果の把握、検証、改
善を図ることができた。
　また、令和元年度から関西電力が提供する見守りサービス「OTTADE!」を
本格的に導入し、官民一体となった地域ぐるみの見守り体制を構築したが、普
及率は低い。

計画名 四條畷市通学路交通安全プログラム

評価観点 評価 評価の理由



 

 

評価シート【教育振興ビジョン（平成２６年度～令和２年度）検証】

施策 市民の活動拠点

主な成果と課題

●安心・安全に利用できるように既存施設の維持、管理
　施設の効率的な運用管理の観点から、計画的な施設整備を行うことで、安全、安心に利用できるよう、既存施設の維
持・管理をしている。市民総合体育館、歴史民俗資料館、教育文化センター、市民活動センターなどの社会教育施設に
ついては、建設後２０年以上経過している施設が大半を占めており、今後老朽化への対応が必要となってくる。公共施
設再編計画個別施設計画に基づき、市全体として各施設の整備を進めていく。

《各施設の整備状況》※指定管理者が整備したものを除く。
【市民総合体育館】
平成２６年度：電波障害対策工事（４３２千円）・シャワー設備工事（１,２７４千円）・選手控室１空調部品交換工事
（４９７千円）・漏水修繕工事（３２５千円）・共同アンテナ設備改修工事（３００千円）・消防設備点検指摘箇所修
繕工事（３８９千円）
平成２７年度：電波障害対策工事（８２１千円）・冷却ポンプ交換工事（４２８千円）・スポーツジム空調修繕工事
（７６４千円）
平成２８年度：空調等改修工事（１１５,９７３千円）・電波障害対策ケーブル撤去工事（６２千円）
平成３０年度：共同アンテナ設備修繕工事（３３千円）・伸縮門扉取替工事（１,２９６千円）※２
令和元年度：屋上防水工事（４９５千円）・高圧受変電設備改修工事（２,０２４千円）・市章等撤去工事（１,２７４
千円）
令和２年度：高圧受変電設備修繕工事（１,３５３千円）
【歴史民俗資料館】
平成３０年度：蔵外壁修繕工事（１,１９０千円）※１・展示室修繕工事（１,２９６千円）※１
【市民活動センター】
平成２６年度：体育館照明修繕工事等（２４８千円）
平成２７年度：体育館照明修繕工事（１０７千円）・つどいの広場北出床修繕工事（５４千円）
平成２８年度：体育館照明修繕工事等（９４千円）・給水管修繕工事（４８９千円）
平成２９年度：体育館照明修繕工事等（１７８千円）・つどいの広場北出床修繕工事（７０千円）
平成３０年度：体育館外壁補修工事（２,８６２千円）※２・体育館照明修繕工事（２２１千円）・自動火災報知機修繕
工事等（７１千円）
令和元年度：体育館照明修繕工事（９９千円）・ガスヒートポンプエアコン修繕工事（４８千円）
令和２年度：体育館照明修繕工事（１８２千円）、北出コミュニティ広場内街灯修繕工事等（３６千円）
【屋外体育施設】
平成２６年度：青少年コミュニティー運動広場水道管敷設取替工事（２１０千円）・青少年コミュニティー運動広場侵
入防止フェンス補修工事（１０１千円）・田原テニスコートライン張替工事（１１９千円）
平成２８年度：市民グラウンド整備工事（３２４千円）・青少年コミュニティー運動広場フェンス修繕工事（１３７千
円）
平成２９年度：青少年コミュニティー運動広場防球ネット改修工事（４６４千円）・青少年コミュニティー運動広場改
修工事（３８５千円）
平成３０年度：市民グラウンドテニスコート擁壁撤去、フェンス設置工事（８９４千円）※１・市民グラウンド防球
ネット改修工事（２,９４４千円）※３・市民グラウンド倒木撤去、飛来物撤去作業（４９７千円）※３
令和元年度：青少年コミュニティー運動広場ブランコ撤去作業（１８千円）
【野外活動センター】
平成２８年度：常設テント設置（４９８，９６０円）
平成２９年度：常設テント設置（７１２，８００円）
【市民総合センター】
平成２６年度：縦樋修繕（３５０千円）
平成２７年度：屋上防水工事（８，４２４千円）、エレベーター・非常用放送機器取替修繕（５，５０３千円）
平成２８年度：非常用自家発電装置取替工事（２０，５７４千円）、壁面防水修繕（５３１千円）
平成２９年度：高圧受変電設備更新工事（１，６３４千円）、壁面防水・非常階段・市民ホール非常扉修繕（１，７５
３千円）
平成３０年度：トイレ洋式化工事（３，３５９千円）
令和元年度：旧喫茶室改修工事（１，０７８千円）
令和２年度：高圧ケーブル引き替え工事（３，２０１千円）、エレベーター改修工事（７，４８０千円）※3年度に繰
越

※１：大阪北部地震に伴う災害復旧事業
※２：台風１２号に伴う災害復旧事業
※３：台風２１号に伴う災害復旧事業

■課題
　各施設の老朽化が進行していることから、予防的維持管理を進めていく必要がある。

・安心・安全に利用できる既存施設の維持・管理

ハード整備番号 ４－４ 担当課 生涯学習推進課 分野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な指標の実績値

関連する分野別計画

達成度評価

評価基準　S：達成度100％超　A：達成度100％　B：達成度70％以上　C：達成度70％未満

指標の達成度
等を元に評価
を選択 Ｂ

　耐用年数が経過した設備の改修やすでに故障した箇所の修繕対応が主軸と
なっていることから、予防保全に向けた修繕を主軸に変更していく必要があ
る。
　予防保全に向けて計画的に取り組んでいくためのロードマップ作成を検討す
るなどの余地があることから、評価をＢとした。

計画名 ―

評価観点 評価 評価の理由

市民総合体育館にかかる修繕工事費 3,217千円 平成26年度 1,353千円 ―

指標名 当初 年度 令和2年度 目標値



 

 基 礎 資 料（２） 

教育の基本理念（将来像）について 

（教育委員会事務局若年層職員によるブレインストーミングの成果内容） 

 

日  時：令和３年６月１６日（水）１０時３０分から 

参加者：植田教育長  ※ファシリテーター 

織田（教育総務課）、大生（学校教育課）、池口（学校給食センター） 

       實盛（生涯学習推進課）、尾﨑（青少年育成課）、森（公民館） 

 中﨑（図書館）、阪本（教育部長）、板谷（教育総務課長） 

 

 



 

参加者から出たキーワード（主なもの） 区分  

大人も子どもも途中参加できる仕組みづくり 共通  

意識せずに学べる環境  共通  

出る杭を伸ばす教育  共通  

人と生きる楽しさを教える教育  子ども 

社会を主体的につくっていく子ども 子ども 

人間らしさ（つながり）の維持  共通  

学びたいと思った人が学べる環境  共通  

学びの情報集約  共通  

学びの場の開放  共通  

好きな時に好きなことを学べる環境  共通  

世代を超えた交流の場  共通  

学び続けられる環境  共通  

体験して学べる事業  共通  

プログラミング教育の先… 子ども 

自己調整  子ども 

学校以外の学びを評価する仕組み 子ども 

子どもたちの生活力を高める 子ども 

新しい教育教材（レンタル化） 子ども 

図書（蔵書）のデジタル化  共通  

文化の平均化に対峙する郷土教育  共通  

現役世代が学べる場所  大人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基 礎 資 料（３） 

 

子どもたちが描く教育の未来 

（授業支援システムを活用したアンケートの成果内容） 

 

期  間：令和３年７月８日から２０日  

参加者：市立小中学校の児童生徒（主に小学校４学年から中学校３学年） 

方  法：１人１台端末に導入の授業支援ソフトを活用し、以下のアンケートを実施  

       ワードクラウドの機能を使い、児童生徒が入力したキーワードを視覚的に整理  

 

 

 

 

 



 

2040 年の未来、「こんな学校だったらいいなあ」【小学校】 

  

  

 

 



 

2040 年の未来、「こんな学校だったらいいなあ」【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

②２040 年の未来、放課後や休日「こんな場所でこんなことして過ごしたい」【小学校】 

  

 

 

 

 



 

②２040 年の未来、放課後や休日「こんな場所でこんなことして過ごしたい」【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

③あなたの夢を教えてください。 

「夢」の実現に向けて今、取り組んでいることはありますか【小学校】 

  

 

 

  



 

③あなたの夢を教えてください。 

「夢」の実現に向けて今、取り組んでいることはありますか【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


