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第1 議案第55号
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議　　事　　日　　程

平成２８年度（2016年度）実施事業　教育委員会の事務の管理及び
執行状況の点検・評価報告書の作成について

吹田市いじめに係る重大事態調査委員会への諮問について

教育長報告

吹田市いじめに係る重大事態調査委員会規則の制定について



議 案 第 ５ ５ 号 

 

 

 

吹田市いじめに係る重大事態調査委員会規則の制定について  

 

 

  

 吹田市いじめに係る重大事態調査委員会 規則を次のとおり定

めます。  

 

  平成２９年９月２８日提出  

 

 

吹田市教育委員会  

委員長  谷口  学   

 



( 1 ) 

吹田市いじめに係る重大事態調査委員会規則（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和３２年吹田市条例第

３０２号）第３条の規定に基づき、吹田市いじめに係る重大事態調査委員会（以下

「委員会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 委員会は、吹田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応

じ、市立学校におけるいじめに係る重大事態の事実関係について調査し、答申する

ものとする。 

２ 委員会は、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発

生の防止のために必要な措置について、教育委員会に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度教育委員会が委嘱する。 

⑴ 弁護士 

⑵ 医師 

⑶ 臨床心理士 

⑷ 社会福祉士 

⑸ その他学識経験者 

３ 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその意見若し

くは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、学校教育部指導室において処理する。 



( 2 ) 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の

意見を聴いて委員長が定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



議 案 第 ５ ６ 号 

 

 

平成２８年度（ 2016年度）実施事業  教育委員会の事務  

の管理及び執行状況の点検・評価報告書の作成について  

     

 

 

 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 ２ ７ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 、 平 成 ２ ８ 年 度 の 吹 田 市 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る

事 務 の 管 理 及 び 執 行 の 状 況 に つ い て 行 っ た 点 検 及 び 評 価 の 結 果

に関する報告書を次のとおり作成します。  

 

 

 平成２９年９月２８日提出  

 

 

吹田市教育委員会 

               委員長  谷口  学  



 

 

 

平成 28年度（2016年度）実施事業 

 

教育委員会の事務の管理及び 

執行状況の点検・評価報告書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年（2017年） 

吹田市教育委員会 
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１．はじめに 

近年、高度情報化や国際化、超少子高齢化の進展といった社会情勢の変化に伴って、

地域のつながりの希薄化、ひとり親家庭の増加、子供の貧困の深刻化、児童虐待など、

教育を取り巻く環境はいっそう複雑・多様となっています。 

本市では、教育振興基本計画である「わが都市
ま ち

すいたの教育ビジョン」に基づき、「今 

吹田から 未来
あ す

の力を」の教育理念のもと、「総合的人間力の形成」、「社会全体の教育

力の向上」、「豊かな教育環境の創造」を基本目標に掲げ、教育課題に取り組むととも

に、将来に明るい展望を持ち、力強く未来を切り拓いていく教育を、学校・地域・社

会が一体となって進めています。これらを踏まえ、平成 28年度では本市独自の英語体

験プログラムである小学校英語マスター事業等の新規事業や、スクールソーシャルワ

ーカーの週あたりの配置時間を増やした子どもサポートチーム事業などの拡充等によ

り、教育ビジョンの実現に向け、一層取組を進めました。 

本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、中間見直し後の「わ

が都市
ま ち

すいたの教育ビジョン」に沿って、昨年度実施した事業について、教育委員会が

自ら点検・評価を行った結果をまとめています。 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十六条   教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定によ

り事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない。  

２   教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

２．実施方法について 

平成28年度に執行された教育委員会の事務事業のうち、平成27年度末に策定した「平

成 28年度 重点項目」の 15項目について、自己点検、自己評価を行いました。また、

その結果と、教育委員会の活動状況について報告書を作成し、市のホームページに掲載

するなどの方法により、市民に公表します。 
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３．教育委員会の活動状況 

（1）教育委員会の役割 

教育委員は常勤の教育長とさまざまな分野で識見を有する 5人の非常勤委員とで構成され

ています。 

教育委員会の役割は、教育委員会規則の制定・改廃、教育機関の設置・廃止、職員の人事、

活動の点検・評価、予算などに関する意見の申し出など、教育行政全般について自らが管理

執行するところにあります。とりわけ、地方分権のなか、教育のあり方などが問われているもとで、

本市教育の基本的な方向について、教育委員会会議の場で合議し、最終的に決めるという非

常に大切な役割を担っています。 

 

（2）教育委員選任状況 

教育委員は、市長が議会の同意を得て任命し、その任期は4年です。委員長は、委員の互

選により選ばれ、その任期は 1年です。 

 

平成 28年度（2016年度）の構成 

（教育委員の構成、任期は平成 29年 3月 31日現在） 

 

氏  名 委員としての任期 職 業 

委員長 

谷
たに

 口
ぐち

  学
まなぶ

 

平成 26年(2014年)3月 30日 

～ 

平成 30年(2018年)3月 29日 

歯科医師 

委員長職務代理者 

大
おお

 谷
たに

  佐
さ

 知
ち

 子
こ

 

平成 23年(2011年)8月 12日 

～ 

平成 31年(2019年)8月 11日 

 

委員 

和
い

 泉
ずみ

  愼
しん

 次
じ

   

 

平成 28年(2016年)12月 25日 

～ 

平成 32年(2020年)12月 24日 

会社役員 

委員 

安
あ

 達
だち

  友
ゆ

 基
き

 子
こ

 

平成 28年(2016年)12月 25日 

～ 

平成 32年(2020年)12月 24日 

弁護士 

委員 

福
ふく

 田
だ

  知
と も

 弘
ひろ

 

平成 29年(2017年)3月 29日 

～ 

平成 33年(2021年)3月 28日 

大学准教授 

教育長 

梶 谷
か じ た に

  尚 義
ひ さ よ し

 

平成 25年(2013年)12月 24日 

～ 

平成 29年(2017年)12月 23日 
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平成 28年度（2016年度）退任教育委員 

 

（3）教育委員の活動状況 

①教育委員会会議 

定例会を 12回、臨時会を 1回開催し、教育委員会の職員人事や協議会・運営審議会委員

等の委嘱・解嘱等を審議したほか、全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、今後の本市の

教育内容にどう活かしていくのかなど活発に議論しました。 

 

○教育委員会会議開催回数 

 平成 28年度 

（2016年度） 

平成 27年度 

（2015年度） 

平成 26年度 

（2014年度） 

開催 

回数 

定例会 12 12 12 

臨時会 1 4 1 

計 13 16 13 

 

○教育委員会会議付議案件数 

 平成 28年度 

（2016年度） 

平成 27年度 

（2015年度） 

平成 26年度 

（2014年度） 

付 議 

案件数 

議 案 57 93 85 

報 告 18 27 19 

その他 9 7 7 

計 84 127 111 

  

 

 

 

 

 

 

前委員長 

宮 下
み や し た

  幾久子
い く こ

 

平成 20年(2008年)12月 25日 

～ 

平成 28年(2016年)12月 24日 

弁 護 士 

委員 

河 内
か わ ち

   幸 枝
ゆ き え

 

平成 24年(2012年)12月 25日 

～ 

平成 28年(2016年)12月 24日 

会社社長 

委員 

鈴 木
す ず き

   直
なおし

 

平成 21年(2009年)3月 29日 

～ 

平成 29年(2017年)3月 28日 

大学名誉教授 
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②教育委員協議会 

本市の進める教育施策に関して、事務局より内容や進捗状況等の報告を行い、情報の共

有化を図るとともに、各施策の課題に対しても、今後の教育施策に活かすため、教育委員が

意見交換を行っています。また、教育委員会会議で十分な審議ができるように事務局が教育

委員に議案に関して基本的な説明を行い、教育委員会会議の円滑な運営や議論の活性化

を図っています。教育委員会会議の開催日を中心に 15回開催しました。 

 

○教育委員協議会開催状況 

 平成 28年度 

（2016年度） 

平成 27年度 

（2015年度） 

平成 26年度 

（2014年度） 

開催回数 15 19 17 

項 目 数 79 113 141 

 

○主な項目 

・（仮称）健都ライブラリーについて 

・平成 28年度（2016年度）全国学力・学習状況調査の結果の概要について 

・北摂地区７市３町による公立図書館広域利用の実施について 

・学校現場における業務の適正化について 

・学校教育情報通信ネットワーク再構築の概要について 

・「吹田市在日外国人教育指針」改定について 

 

③総合教育会議 

  市長と教育委員会が、本市の教育の課題や方向性を共有して、連携を深めながら教育行

政の推進を図るため、協議・調整を行っています。平成 28年度は 3回開催されました。 

 

  ○主な項目 

    ・これからの吹田の教育について 

    ・学校教育の現状について 

    ・学校教育現場の支援について 

 

④教育委員（教育長を除く）の会議・行事視察等 

○市議会本会議 26回、文教市民委員会 7回 

○決算審査特別委員会 3回 

○大阪府市町村教育委員長・教育長会議  

○三島地区教育委員協議会研修会・懇談会 

○吹田市教育研究大会 

○吹田市立教育センター教育研究報告会 

○吹田市成人祭 

○米沢富美子こども科学賞審査会及び受賞式 
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○吹田市中学校「中学生の主張」大会 

○吹田市中学校総合体育大会開会式 

○地域安全・青少年育成吹田市民大会 

○憲法と市民のつどい 

○人権フェスティバル 

○市立小・中学校訪問 14校 

○市立小学校の太陽の広場視察 5校 

○留守家庭児童育成室視察 7校 

○市立認定こども園佐竹台幼稚園視察 

○千里みらい夢学園視察・東大阪市教育委員会視察団との意見交換会 

○市立教育センター実施の教員研修視察 

○子育て青少年拠点夢つながり未来館（ゆいぴあ）視察 

○市立中央図書館視察 

○旧西尾家住宅視察 

○みんなの健康展開会式出席 

○吹田市内の児童養護施設視察 

○小学校英語マスター事業視察 2回 

○夢と希望を広げる出会い事業での講演 

○すいたえいごｋｉｄｓ視察 

○大阪府公立小中学校女性校長研修会での講演 

○吹田市 PTA大会 

    ○教頭研修会での講演 

○小中学校周年行事への出席 2回 

○その他各種行事への出席 6回 

 



平成28年度（2016年度）重点項目についての点検・評価

平成28年度（2016年度）　重点項目

○××××××××××××××
　×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標 ×××××××××××××××××××××

基本方向 ××××××××××××××××××××××××

施　　策 ××××××××××××××××××××××××××××××

重点項目を構成する事業の概要及び実績

××××××××××××××××××××××× ×××××
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

×××××
【H27実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価
　　　×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　　××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　　××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　　××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　　××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　　××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　　××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

（注）文中に※がついている語句については、50ページからの用語解説に説明があります。

千円Ｈ27決算額 千円 Ｈ28当初予算額 千円 Ｈ28決算見込額

Ｈ27決算額 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ26決算額 千円 Ｈ28当初予算額 千円

達成状況

今後の課題・方針

【事業名】 【担当課】

　××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
×××××

達成状況

×××

××××××××××××××××× ××××××××××××××××× ×××

達成状況

平成2８年度の重点項目を示しています。 

事業の概要および平成2８年度の実績等を示しています。 

重点項目の達成状況
（※）を示していま
す。 

平成2８年度の重点項目について、取組の状況と評価を示しています。 

今後の課題と方針について、示しています。 

平成2８年度の重点項目が、教育ビジョンのどの基本目標、基本

方向、施策の実現や達成につながるか示しています。 

H31年度の指標の目標値をなぜ、この数

値にしたかという考え方を示しています。 

事業の実績とその評価を図る指
標を示しています。 各事業の達成状

況（※）を示し
ています。 

H2８年度の実績と、
H31年度の目標値を
示しています。 

事業名と担当室課名を示しています。 

重点項目名を示しています。 

表の考え方 

（※）達成状況の考え方 
Ａ：達成（設定した目標に対して順 
  調に進めることができた） 
Ｂ：一部達成（設定した目標の一部 
  のみ進めることができた） 
Ｃ：未達成（目標達成に取り組んだ 
  ものの目標に達しなかった） 

Ｄ；未実施（取組ができていない） 

目標値が数値化できないものについ
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策3 子育て支援の推進

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向1 幼児教育を充実し総合的人間力の基礎を培います

施　　策3 子育て支援の推進

重点項目を構成する事業の概要及び実績

一時預かり事業（幼稚園型） 保育幼稚園室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針
　幼稚園型認定こども園の子育て支援の保育内容をより充実させるために、各園の実施内容を研究
し、子育て支援計画を立て、年齢や季節に合った保育を計画的に実施します。
　幼稚園の地域子育て支援についても、これまでの取組内容を総括し、各園の実態に合ったより良
い子育て支援が行えるよう、実施内容を再検討します。
　また、一時預かり（幼稚園型）については、改訂された幼稚園教育要領に基づき、保育計画を見
直します。

　幼稚園型認定こども園に移行予定の園は、長期休業中を含む月曜日から金曜日の週5日、
教育時間終了後から希望者を対象に預かります。移行について未定の園は、水曜日・長期休
業中を除く週4日を原則として実施します。

達成状況

8園

A

一時預かり事業を拡充する園数
保護者の就労支援として、一時預かりの拡充
園を増やしていく。

9園

H28決算見込額 18,774 千円Ｈ27決算額 14,930 千円 Ｈ28当初予算額 23,380

【事業名】 【担当課】

　平成27年度より子ども・子育て支援新制度※の実施にあわせ、公立幼稚園での預かり保育事業を
保育士又は幼稚園教諭の資格者を配置する一時預かり事業※（幼稚園型）に移行させました。9月
からは、佐竹台幼稚園及び認定こども園※移行予定の7園については、就労している保護者のため
に長期休業中を含む月曜日から金曜日の週5日実施しています。
　平成28年度から、認定こども園佐竹台幼稚園では、専任の子育て支援担当職員を配置し、地域
のニーズに応じた内容を実施します。また、未就園児の保育や一時預かりの保育内容についても
検討し、さらに充実に努めます。

達成状況

 幼稚園型認定こども園へ移行を予定している公立幼稚園8園において、平成27年度か
ら一時預かり事業を拡充しました。実施日が広がった同事業には就労のための利用も
あるなど、保護者の多様なニーズに応えることができました。
　平成28年度には公立として初めての幼稚園型認定こども園佐竹台幼稚園が開園しま
した。同園には地域子育て支援専用の部屋を備え、子育て支援職員を配置し、2・3歳
児においては毎週、0・1歳児においては隔週定期的に年齢別の教室を開催し発達に合
わせた保育を行いました。特に3歳児については、同園の3歳児クラスの活動に参加す
る機会を提供するなど、新しい取組も行いました。
　また子育て支援教室に参加した保護者についても、子育て支援職員に気軽に相談を
したり、保護者同士で情報交換したりするなど、同園の子育て支援事業をしっかり活
用することができていました。

A

千円
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○子育て支援教室の様子
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策4 認定こども園化の推進

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向1 幼児教育を充実し総合的人間力の基礎を培います

施　　策4 認定こども園化の推進

重点項目を構成する事業の概要及び実績

（仮称）北千里・古江台認定こども園整備事業 保育幼稚園室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

幼稚園型認定こども園整備事業 保育幼稚園室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針

8園

Ｈ27決算額 27,985 千円 Ｈ28当初予算額 85,438 千円 H28決算見込額 77,102

　幼保連携型認定こども園については、一体化する前から北千里保育園と古江台幼稚園とで積極的
に交流を行い、お互いの保育内容や行事等を知っていくことで、幼保連携型認定こども園化に向け
た環境を整えていきます。また、職員配置については、関係部局と連携を図りながら、保育内容が
充実できるよう検討し決定します。
　幼稚園型認定こども園については、昨年度開園した佐竹台幼稚園と今年度開園する吹田第一幼稚
園・吹田南幼稚園の保育実践を踏まえ、検証を重ねながら、平成30年度開園予定の5園（千里第二
幼稚園・岸部第一幼稚園・豊津第一幼稚園・山田第一幼稚園・山田第三幼稚園）の保育に活かして
いきます。保護者には、認定こども園について丁寧に説明し、開園に向けての課題を整理していき
ます。

　北千里保育園と古江台幼稚園を一体化し、古江台幼稚園用地に新たな施設を整備し、幼保
連携型認定こども園を設置します。

達成状況

1園

A

幼保連携型認定こども園の整備園数
老朽化した幼稚園と保育所を一体化し、幼保
連携型認定こども園としてハード面だけでなく、
ソフト面についても充実を図る。

1園

　3歳児の待機児童対策として既存の施設を活用し、保育を必要とする児童を含む3歳以上の
児童を対象とする施設として幼稚園型認定こども園を順次開園します。

達成状況

3園

A

幼稚園型認定こども園に移行する園数

H28決算見込額 62,512 千円

【事業名】 【担当課】

　古江台幼稚園と北千里保育園を一体化し、質の高い教育・保育を提供するため、幼保連携型の
認定こども園として整備を進めていきます。また、子ども・子育て支援事業計画に基づき、3歳児の
保育需要に対応するため、公立幼稚園8園を幼稚園型認定こども園に順次移行していきます。今
年度開園の認定こども園佐竹台幼稚園については、教育・保育内容や子育て支援についての充
実に向けて取組むとともに、カリキュラム等について検証し、今後開園予定の園の内容充実につな
がるよう検討を重ねます。

達成状況

　幼保連携型認定こども園については、保育内容や実施方法等を考慮した設計を行
い、予定通り工事に着工しました。教育・保育課程においては、幼稚園教諭と保育士
が話し合いを重ね、0歳から2歳の指導計画を作成し、幼保連携型認定こども園のカリ
キュラムを完成しました。
　幼稚園型認定こども園については、幼稚園型認定こども園佐竹台幼稚園が4月に開園
し、昨年度に出来上がった指導計画をもとに保育の充実に努めてきました。在園中に7
人が1号認定※から2号認定※に認定変更を行い、佐竹台幼稚園を退園することなく、引
き続き同じ幼稚園で幼稚園教育を受けたいという保護者のニーズに適切に対応するこ
とができました。

A

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 111,257 千円 Ｈ28当初予算額 241,154 千円

千円

公立幼稚園単体での認定こども園化をめざし
ていく。
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○認定こども園の活動風景
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策5 小中一貫教育の推進

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向2 小中一貫教育を通して総合的人間力を育成します

施　　策5 小中一貫教育の推進

重点項目を構成する事業の概要及び実績

小中一貫教育推進事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針

　「総合的人間力※」の育成を図るため、小中一貫教育を基盤とした取組の推進は重点課題と考え
ています。教育委員会としては幼稚園・保育園と小学校とのつながりを円滑にするとともに、義務
教育9年間を一体のものと捉え、学力向上や豊かな心の育成など、小・中学校が連携して子供たち
に「生きる力」を身につけさせる教育活動や子供たちの育ちを支援します。また、小中一貫教育実
施プランⅡ※に基づき、各中学校ブロック※が幼小中一貫教育カリキュラム※例を参考に9年間のカリ
キュラム編成など小中合同研究をさらに進められるよう、小中一貫教育の取組の充実に努めま
す。

達成状況

　子供たちが新しい時代を生き抜くために求められている「総合的人間力」の育成を
図るため、義務教育9年間を一体のものと捉え、一貫性・継続性のある教育の推進をめ
ざし、小・中学校の緊密な連携のもと、取組を推進しています。
　各中学校ブロックで、「めざす子ども像」を共有し、小中一貫連携協議会（連絡
会）を定期的に開催し、組織として活性化させるとともに、学習や生徒指導等におけ
る課題解決に向けて、合同研修会の開催や公開授業等、具体的な取組の充実を図るこ
とができました。また、教育センター委嘱の研究グループが、11教科・領域における
発達段階に合わせた学習内容や到達目標を示した幼小中一貫教育カリキュラム（次々
頁に算数・数学分を掲載）を作成しました。
　また、小中一貫教育校「千里みらい夢学園※」では、小学校1年生からの9年間を見通
した英語教育、小学校6年生の中学校への金曜日登校の取組等を推進することができま
した。1月には吹田市の教育研究大会でも研究報告を行い、他ブロック及び市外にも発
信し、小中一貫教育のさらなる充実を図ることができました。

A

　「千里みらい夢学園」では、これまでの研究成果等をもとに児童・生徒及び保護者にも魅力ある
教育活動を展開するとともに、本市の小中一貫教育のリーディングスクール※として、小・中学校9
年間を見通した連続性のあるカリキュラム研究の成果をまとめ、「学びのスタイル※」に基づいた
授業研究を行い、年間4回の公開授業・研究会（次頁に開催一覧表を掲載）を開催するなど、他ブ
ロック及び市内外にも発信し、小中一貫教育のさらなる充実を図ります。
　各中学校ブロックにおいては、実態に応じて掲げた「めざす子ども像※」の実現に向け取組を推
進します。また、研究グループの作成した幼小中一貫教育カリキュラムを基に、中学校ブロックに
おける9年間を見通した小中一貫教育カリキュラムを作成し、それに基づいた授業研究を行うこ
と、また、学習指導・生徒指導の充実及び教職員の指導力、学校経営力の向上を図るための研修等
を実施することで小・中学校の教員が指導観の共有を図りながら、小中一貫教育を通して「総合的
人間力」を育むべく教育活動を推進していきます。

【事業名】 【担当課】

　各中学校ブロックにおいて、義務教育9年間を一体のものと捉え、「めざす子ども像」を共有
し、課題解決する能力育成に向けた授業づくり等の学習指導、生徒指導の充実及び教職員の
指導力、学校運営力の向上を図ります。

達成状況

18ブロック

A
幼小中一貫教育カリキュラムを編成した中学
校ブロック数

小中一貫教育実施プランⅡに基づき、9年間の
教育課程の編成等充実を図っていく。

18ブロック

H28決算見込額 1,121 千円Ｈ27決算額 1,252 千円 Ｈ28当初予算額 1,210 千円
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○参考資料

8/23 教職員夏季合同研修 立命館大学非常勤講師 牧崎　幸夫

8/31 合同研修 兵庫教育大学教授 秋光　恵子

11/2 一中校区合同研修 追手門学院小学校講師 多賀　一郎

1/12 校内努力目標・外国語活動（英語）研修会 関西大学外国語学部　教授 竹内　理

7/27 夏季教科研修 プール学院大学准教授 今宮　信吾

8/19 夏季合同研修会 株式会社ひとまち 奥西　春美

11/14 二中ブロック交流会 よろずや縁庵ＬＬＣ 吉見　れい

1/20 国語のユニバーサルデザインの授業づくり プール学院大学　准教授 今宮　信吾

6/13 生徒指導研修会 畿央大学準教授 大久保　賢一

11/25 三中ブロック合同研修会 会社員 伊東　香奈人

1/13 国語科研修 立命館小学校　国語教育アドバイザー 岩下　修

7/28 小中一貫教育推進事業・研修会 東京大学大学院教育学研究科教授 藤村　宣之

8/29 小中一貫教育推進合同研修会 大阪市教育委員会 西原　弘

11/11 人権研修 NPO法人サンフェイス支援教室　室長 谷村　理紗

1/31 努力目標研修 大阪教育大学附属池田小学校教諭 西田　まなみ

8/3 夏季人権教育研修 一般社団法人ＥＬＬＹ 峰山　和馬

11/24 道徳研究授業 大阪教育大学教授 金光　靖樹

2/21 特別支援教育研修会 神戸親和女子大学准教授 森田　安徳

8/29 第9回幼小中連携夏季合同研修会 国立舞鶴医療センター附属看護学校講師 後野　文雄

1/23 人権研修 京都橘大学 植山　友結

2/24 片山小学校校内研修 大阪市立豊仁小学校長 服部　敬一

2/24 国語科研究授業講義・実技指導 プール学院大学准教授 今宮　信吾

3/15 授業づくり研修 大阪教育大学附属池田中学校教諭 中西　遼

8/29 幼小中合同研修会 甲南大学　教授 吉川　治

11/8 校内努力目標研究授業・研究会 プール学院大学准教授 今宮　信吾

2/23 校内努力目標研究授業・研究会 プール学院大学准教授 今宮　信吾

2/24 小中ブロック児童・生徒指導力向上研修 立命館大学教授 春日井　敏之

8/29 幼小中一貫における生徒指導と人権 大阪教育大学特任教授 島　善信

2/6 幼小中合同生徒指導研修会 芝浦工業大学准教授 森田　佳子

6/22 研究授業・校内研修会 摂津市小学校JET 村田　茂里

8/19 合同研修会 聖母女学院小学校教諭 奥　清二郎

2/8 努力目標研究授業（外国語） 関西大学教授 名部井　敏代

3/16 食教育 京都大学生活協同組合管理栄養士 飯田　朋子

6/8 道徳教育研修会 立命館大学非常勤講師 牧崎　幸夫

10/25 努力目標道徳研究授業および研究会 立命館大学非常勤講師 牧崎　幸夫

12/2 努力目標「道徳」研究授業および研究会 立命館大学非常勤講師 牧崎　幸夫

2/2 努力目標「道徳」研究授業および研究会 立命館大学非常勤講師 牧崎　幸夫

12/2
ＳＮＳ・ネットトラブル未然防止教室
ならびに小中生徒指導研修会

ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク講師 嶋田　亜紀

2/15 小中一貫教育「外国語活動」 関西大学外国語学部教授 田尻　悟郎

8/29 合同研修会 大阪大谷大学教授 小田　浩伸

10/6 合同人権研修会 大阪多様性教育ネットワーク共同代表 沖本　和子

12/14 山三小授業研究委員会校内研修 京都教育大学小学校英語講師 田縁　真弓

7/28 ブロック合同夏季研修会 校長 峯　明秀

1/26 山田東中ブロック道徳公開授業 大阪教育大学　教授 金光　靖樹

2/24 山田東中ブロック授業研究会 大阪教育大学教授 住田　勝

8/19 夏季合同研修会 東京大学大学院教育学研究科教授 藤村　宣之

7/29 コミュニケーション力育成研修 関西大学初等部教諭 山本　文子

12/2 人権講演会 大阪体育大学客員教授 高橋　明

1/11 英語力向上研修会 関西外国語大学教授 松宮　新吾

2/13 千里丘中学校ブロック合同研修会 関西外国語大学教授 松宮　新吾

8/22 幼小中合同研修 佛教大学教育学部教授 原　清治

11/2 評価研修会 校長 峯　明秀

11/17 道徳研究授業 大阪教育大学教授 金光　靖樹

2/7 高野台中学校ブロック国語科研修会 明星大学客員教授 白石　範孝

8/4 合同夏季研修会 梅花女子大学教授 伊丹　昌一

3/7 青山台中学校ブロック合同研修会 和歌山大学教育学部教授 米澤　好史

8/24 小中合同研修会 京都産業大学教授 西川　信廣

8/24 小中合同研修会 大阪教育大学準教授 岩切　昌宏

12/9 校内生徒指導特別支援研修 関西国際大学　准教授 百瀬　和夫

8/29 人権研修 神戸総合医療専門学校言語聴覚士科復教務主任 西田　和子

10/14 努力目標校内研究授業 関西大学教授 池田　真生子

11/2 人権教育学習会 熊本大学非常勤講師 川西　寿美子

1/27 古江台中学校ブロック公開授業（道徳） 立命館大学非常勤講師 牧崎　幸夫

2/21 努力目標校内研究授業 関西大学教授 池田　真生子

山田中学校ブロック

平成28年度　小中一貫教育推進事業研修会一覧

第一中学校ブロック

第二中学校ブロック

第三中学校ブロック

第五中学校ブロック

第六中学校ブロック

片山中学校ブロック

佐井寺中学校ブロック

南千里中学校ブロック

豊津中学校ブロック

豊津西中学校ブロック

古江台中学校ブロック

西山田中学校ブロック

山田東中学校ブロック

千里丘中学校ブロック

高野台中学校ブロック

青山台中学校ブロック

竹見台中学校ブロック
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幼稚園 小1 小2 小3

就学前

○自分の気づきや感想を言葉にする
ことができる先生や友達の話を興味
を持って聞き、共感することができ
る。

○根拠をもとに自分の考えを伝え合うことができる

　・考えの理由になることをはっきりさせ、説明する。
　・友達の考えと自分の考えを比較し合いながら
　　話し合う。

○手、歌、言葉遊びで数に触れて
楽しむ
○声に出して数を数える
○数詞や助数詞の意味を知り使う
　・一本、一枚
　・「ふたり」「みっか」　など
○一音一文字を意識する
　・「い」「ち」「ご」で3回手をたたく
など

数の意味と表し方　　＜くらべようp4～p7＞
・ 媒介物（おはじきやブロック）を用いて比
較する。
・ 数量の相等，多少の意味を考える。

加法・減法　　＜もんだいづくり　p.50～51
＞
・絵を見て，いろいろな観点で合併や増加
の場面をとらえ，5＋3の式に合う問題をつ
くる。
・2＋3になる場面を式と絵で表し，発表す
る。

数の意味と表し方
＜数の あらわし方と しくみ　下p.48～58＞
数直線の1目盛りの大きさや，指示された目盛
りの数を読んだり，数直線上に数を表したりす
る。

加法・減法　　＜ひき算(1)　上p.23～26＞
・ 39－15の計算の仕方について考え、各自の
　方法を発表し，検討する。

乗法
＜3のだん，4のだんの 九九 下p.17～22＞
 2×5＝10，5×2＝10で表される問題の式と答
えをそれぞれ考え，乗法の式の意味について
理解を確かめる。

乗法
＜(2けたの数)×(1けたの数)上p.93～98＞
 23×3の計算の仕方を，アレイ図や模擬
貨幣を使ったり数操作をしたりして考え，
答えを求める。

小数・分数
＜小数のしくみ　下p.17～18＞
・「小数第一位」の用語を知り，小数の位取
りについて考える。
＜分数の大きさの表し方　下p.48～50＞
・ 1/5mの6こ分，7こ分，…の長さは何mか
考える。

評
価
基
準

【幼稚園教育要領】
身近な環境とのかかわりに関する
領域「環境」
1ねらい
（3)　身近な事象を見たり、考えた
り、扱ったりする中で、物の性質や
数量、文字などに対する感覚を豊
かにする。

2内容
（8）　日常生活の中で数量や図形
などに関心をもつ

数の意味と表し方
1対1対応の操作を通して，2つの集合の要
素の個数の比べ方を考え，言葉や半具体
物を用いて説明している。

加法・減法
絵から加法の場面を見出したり，自分で場
面を考えたりして，絵図や言葉で表現する
ことができる。

数の意味と表し方
数の相対的な大きさの理解を基に，1目盛
りを100（10）として数直線をとらえている。

加法・減法
2位数の減法計算の仕方を，ブロックや式
などを用いて数の仕組み(十進位取り記数
法)に着目して考え，説明している。

乗法
乗法の用いられる場面をとらえ，言葉や式
で説明している。

乗法
2位数×1位数の筆算の仕方を，既習の乗法九
九などを基に，具体物や図，式を用いて考え，
説明している。

小数・分数
・整数の数直線と関連づけて，数直線上の小数
の読み方を考え，説明している。
・整数や小数と同じように，単位の何こ分として
分数をとらえられることを考え，説明している。

　　○吹田市版　幼小中一貫教育カリキュラム　【算数・数学】（数と計算・数と式）

　系統・項目
　／発達段階

Ⅰ期（1～5年）基礎基本の徹底

　めざす
　子どもの姿

    ○気付きや感想、考え伝え合うことができる
　　　・考えの理由になることをはっきりさせ、説明する。
　　　・友達の考えと自分の考えを比べながら聞く。

数の意味と表し方
○数や数字に関心をもつ
○1～10までの数を数える
○遊びの中で数を数えるなど数を
十分に感じ取る体験をする
○数の大小がわかる
○「多いー少ない」が分かり使う
　・指遊びや1～10までにちなんだ
歌を歌う
　・絵本を見る
　・お休み調べ（クラスの欠席人
数）
　・泥だんご並べて数える
　・出したり片付けたりする物の数
を数える
　・プールの宝さがしをして数を数
える
　・運動会のプログラム　タイやとり
玉入れなど
　・収穫物・自然物の比較をする
　・お店屋さんごっこの商品を数え
る
　・かるた・すごろく・トランプなどの
ゲームをする
　・ゲームの点数や人数を数える
など

1対1対応や順序の認識
○対応付けや集合数（何個ある
か）、順序数（何
　番目かが分かるようになる
　・人数を数えて配る（手紙、おや
つなど）
　・カレンダーの意味を知る
　・列に並ぶ　　　など

数の集合についての感覚
○5つまでのものを合成、分析する

0についての感覚
○0の意味を知る
　・ドッジぼーるなどでコートの中に
人がいなくなったら0（ゼロ）

数の意味と表し方
○個数を比べる
　・なかまづくりとかず（1対1対応）
○個数を数える
　・なんばんめ
○数の大小・順序、系列、数直線、関係付
け
　・あわせて いくつ ふえると いくつ
　・のこりは いくつ　ちがいは いくつ
　・はなは なんこ さいたかな
　・ずを つかって かんがえよう
○2位数、簡単な3位数
　・10より おおきい かず
　・20より おおきい かず
 
加法・減法
○加法・減法の意味
　・3つの かずの けいさん
○1位数の加法・減法
　・たしざん　　　・ひきざん
○簡単な2位数の加法・減法

　

数の意味と表し方
○3位数、4位数
　・数の あらわしかたと しくみ
　・1000より 大きい 数を しらべよう
○十進位取り記数法、 数の大小、順序
　・何十 何百の 計算　　　・数の大小
○簡単な分数　1/2,1/4
　・分けて 大きさを あらわそう

加法・減法
○2位数の加法・減法、筆算の仕方
　・たい算　　　・たし算の きまり（交換法
則）
　・ひき算　　　・ひき算の きまり
　　　　　　　　　　（加法と減法の関係）
　・たし算の ひっ算　　・ひき算の ひっ算
○簡単な3位数の加法・減法（結合法則）
　・大きい 数の ひっ算
○加法・減法の成り立つ性質、計算の仕
方
　確かめ
　・3つの 数の 計算　　　・たし算とひき算
　・図を つかって 考えよう

乗法
○乗法（九九）の計算
　・かけ算
　・5のだん，2のだんの 九九
　・3のだん，4のだんの 九九
　・6のだん，7のだんの 九九
　・8のだん，9のだん，1のだんの 九九
　・九九の ひょうと きまり
○簡単な2位数と1位数との乗法
　・もんだい
　

整数の意味と表し方
○万の単位　　　　○10倍、100倍、1/10
　・数の表し方 　・10倍した数と10でわった数
○数の相対的な大きさ

加法・減法
○3位数と4位数の加法・減法、筆算の仕方
　・3けたの数のたし算　 ・3けたの数のひき算
　・大きい数のひっ算
○加法・減法の成り立つ性質、計算の仕方や
　 確かめ　　　　・計算のしかたをくふうしよう
○1/10の位までの加法・減法
　・小数のたし算とひき算
○簡単な分数の加法・減法
　・分数のたし算とひき算
乗法
○2位数や3位数に1位数や2位数の乗法
　・何十，何百のかけ算　　　・倍の計算
　・2けた・3けたの数に 1けたの数をかける計算
○乗法の成り立つ性質、計算の仕方や確かめ
　・かけ算のきまり　　　・0のかけ算
　・何十をかける計算
　・2けたの数をかける計算　　・暗算
除法　《わり算の意味（等分除と包含除）》
○除数と商が共に1位数の除法
　・あまりのあるわり算　　・あまりを考える問題
○除数が1位数、商が2位数の除法
　・1人分の数をもとめる計算
　・何人に分けられるかをもとめる計算
　・何倍かをもとめる計算
　・大きい数のわり算を考えよう

小数
○小数の表し方、1/10の位
　・はしたの大きさの表し方　　・小数のしくみ

分数
○分数の表し方　　　○単位分数
　・分けた大きさの表し方
　・分数の大きさの表し方

　
そろばん
○数の表し方　　○加法・減法の計算の仕方
　・そろばんで計算しよう

数
学
的
な
見
方
・
考
え
方

 

言
語
活
動

 

数
と
計
算
・
数
と
式

 

一の位，十の位 

しき，＋，－，＝，たし算，ひき算 

かけ算，×，２ばい，九九 

かけられる数，かける数 

十万の位，百万の位，千万の位、一億 

数直線，等号，不等号 

÷，わり算，わられる数，わる数 

わりきれない，わりきれる 

小数，小数点，整数，小数第一位 

分数，分母，分子，1/10の位 

ひっ算 

百，百の位，千，千の位，万 

○みんなの前で、自分が気付

いたことや考えたことを話す 

○友達の話を興味をもって聞

き、受けとめる 

○分からないことを、先生や

友達に言葉で伝える 
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小4 小5 小6

Ⅱ期（6・7年）連続性を意識した指導

○根拠をもとに自分の考えを伝え合うことができる

　・考えの理由になることをはっきりさせ、説明する。
　・友達の考えと自分の考えを比較し合いながら
　　話し合う。

概数　＜がい数を使った計算　下p.66～69＞
・620×39の積を概数で見積もる方法を考え
る。
・38500÷39を概数で見積もる方法を考える。

除法　＜わり算の筆算（1）  上p.33～40＞
・問題場面から数量の関係をとらえ，立式する。
・72÷3の計算の仕方を考える。

分数　＜分数のたし算とひき算　下p.46～48＞
同分母の帯分数の加法計算の仕方を基に，2
と1/5－4/5の計算の仕方を考える。

数量の性質　＜約数と公約数　上p.79～82＞
12本の白い花と18本の赤い花を同じ数ずつ分
けて，それぞれを組み合わせて花束を作ると
き，余りの出ない分け方を考える。

小数の乗法　＜小数のかけ算　上p.30～38＞
2．14×3．8の計算の仕方を考える。

分数の乗法・除法
＜分数のかけ算とわり算　下p.88～93＞
2dLで4/5m2塗れるペンキがあるとき，1dLで塗
れる面積を求める式を考える。

乗法・除法　＜分数のかけ算　上p.22～30＞
・4/5×2/3の計算の仕方を考える。
＜分数のわり算　上p.34～41＞
・2/5÷3/4の計算の仕方を考える。

小数・分数 　＜分数のわり算　上p34～41＞
7/4mの重さが2/5kgのホースについて，ホース
1mの重さ，及びホース1kgの長さを求める式
を，数直線を活用しながら考える。

数量関係　＜文字と式　上p.16～21＞
20＋x＝y，20－x＝y，20×x＝y，20÷x＝yの
式を見て，具体的な場面をつくり，言葉や図で
表す。

評
価
基
準

概数
概数を用いた積や商の見積りの仕方を考え，
説明している。

除法
2位数÷1位数の計算の仕方を，既習の除法計
算を基に，具体物や式を用いて考え，説明して
いる。

分数
同分母の帯分数の減法計算の仕方を，帯分数
の加法計算の仕方を基に考え，図や式を用い
て説明している。

数量の性質
12の約数や18の約数の数の集まりをそれぞれ1
つの集合としてとらえている。

小数の乗法
小数×小数の計算の仕方を，乗法の性質を用
いて整数の計算に帰着して考え，説明してい
る。

分数の乗法・除法
分数÷整数の計算を，単位分数のいくつ分とと
らえて整数の除法に帰着して考え，説明してい
る。

乗法・除法
分数×分数、分数÷分数の計算の仕方につい
て，乗法の性質や比例の考えを基に考え，数
直線や式などを用いて説明している。

小数・分数
問題場面にあった除法の立式の根拠につい
て，数直線を用いて考え，説明している。

数量関係
1つの式からいろいろな具体的な場面をつくる
ことを通して，文字を用いた式の一般性につい
て考えている。

　　○吹田市版　幼小中一貫教育カリキュラム　【算数・数学】（数と計算・数と式）

　系統・項目
　／発達段階

Ⅰ期（1～5年）基礎基本の徹底

　めざす
　子どもの姿

    ○自分の立場を明確にし、他者の考えと比較しながら、自分の考えを伝え合うことができる
　　　・友達の考えと自分の考えを比較しながら話し合い、自分の考えを深める。

整数の表し方
○十進法位取り記数法
　・大きい数のしくみ　　　・整数のしくみ
　・かけ算
○億、兆の単位

概数
○四捨五入
○四則計算の結果の見積り
　・およその数の表し方
　・がい数を使った計算

加法と減法
○小数の加法・減法
　・小数のたし算とひき算
○同分母の分数の加法・減法
　・分数のたし算とひき算
乗法
○小数の乗法　　　・小数のかけ算
除法
○除数が1位数や2位数、
　 被除数が2位数や3位数の除法、筆算の仕方
　・何十，何百のわり算
　・わり算の筆算　　・倍の計算　　・暗算
　・何十でわる計算
○被除数＝除数×商＋余り
　・2けたの数でわる筆算
○除法の成り立つ性質、計算の仕方や確かめ
　・わり算のきまり
○小数の除法
　・小数のわり算　　・小数の倍

整数の四則計算の定着
　・計算のじゅんじょ　　・計算のきまり

小数
○小数の相対的な大きさ
　・小数の表し方　　　・小数のしくみ

分数
○大きさの等しい分数
　・分数の表し方　　・大きさの等しい分数

そろばん
○加法・減法の計算
　・そろばんで計算しよう

整数の性質
○偶数と奇数
　・偶数と奇数
○約数と倍数
　・倍数と公倍数　　　・約数と公約数

記数法（整数・小数）
○10倍、100倍、1/10、1/100

加法と減法
○異分母の加法・減法
　・分数のたし算とひき算

乗法・除法
○小数の乗法・除法
　・小数のかけ算　　 ・小数の倍
　・小数のわり算　　　・小数の倍とわり算
○整数×小数、整数÷小数　の意味と計算
○整数の除法を分数で表す
　・わり算と分数
　・分数と小数、整数の関係
○分数×整数、分数÷整数　の意味と計算
　・分数のかけ算とわり算を考えよう

小数・分数
○整数や小数を分数の形に分数を小数で表
す
　・数のしくみを調べよう
○分数の相等及び大小
　・大きさの等しい分数
　・時間と分数

○数量関係を表す式についての理解
　 文字を用いた式

乗法・除法
○分数の計算
　・分数のかけ算を考えよう
　　分数×分数の意味と計算
　・分数のわり算を考えよう
　　分数÷分数の意味と計算
○分数の倍とかけ算・わり算
　　四則計算の定着と活用

小数・分数
・計算能力の定着及び活用

和，差，積，商 

1/100の位，1/1000の位 

小数第二位，小数第三位 

通分，約分 

偶数，奇数，倍数，公倍数，最小公倍数 

約数，素数，公約数，最大公約数 

逆数 

真分数，仮分数，帯分数 

がい数，四捨五入，以上，以下，未満 数量関係 

数
と
計
算
・
数
と
式

 

数
学
的
な
見
方
・
考
え
方

 

言
語
活
動

 

数
と
計
算
・
数
と
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中1 中2 中3

Ⅱ期（6・7年）連続性を意識した指導

正の数・負の数　＜乗法と除法　p27～42＞
正負の数の乗法の意味と，その計算方法を東
西の移動をもとに考える。

文字の式　＜文字式の利用　p72～79＞
数量の関係を文字式で表し、式の意味を説明
し伝え合う。

一元一次方程式　 ＜章の問題Ａ　7．　P102＞
与えられた方程式から数量の関係を読み取り、
具体的な場面を想定して問題を作る過程を自
分の言葉で、他者に伝わるようにわかりやすく
表現する。

文字を用いた式
＜文字の利用　p20～p22＞
文字を用いた式で数量及び数量の関係をとら
え、式の計算を活用して，それらを説明し伝え
合う。

連立二元一次方程式
＜連立方程式の利用　p50　やってみよう＞
与えられた方程式から数量の関係を読み取り、
具体的な場面を想定して問題を作る過程を自
分の言葉で、他者に伝わるようにわかりやすく
表現し、連立二元一次方程式を活用して問題
を解決する方法を考える。

正の数の平方根　＜平方根の利用　p56＞
平方根を活用して，紙の縦横比について調
べ，その結果をレポートにまとめ，説明し伝え合
う。

式の展開と因数分解　＜式の計算の利用　p30
＞
15×15,25×25,35×35のような乗法が簡単に
計算できる方法について考え、それが成り立つ
理由を説明し伝え合う。

二次方程式　＜解の公式　p70＞
完全平方式への変形の手順を生かし、根拠を
明らかにし筋道を立てて説明し伝え合う。

評
価
基
準

正の数・負の数
正負の数の乗法の計算の方法を，東西の移動
など，具体的な量に結びつけて見いだすことが
できる。
文字の式
事象の中の数量関係を読み取って文字式を表
す方法を考えたり、文字式の計算方法を考えた
りすることができる。
一元一次方程式
事象を見通しを持って論理的に考察し表現し
たり、その過程を振り返って考えを深めたりする
など、数学的な見方や考え方を身につけてい
る。

文字を用いた式
文字式の計算の方法を考えたり，文字式を活
用して事象を論理的に考察し表現したりするこ
とができる。

連立二元一次方程式
事象を見通しを持って論理的に考察し表現し
たり、連立二元一次方程式の解の意味や解き
方を考えたり，それらを問題の解決に活用した
りすることができる。

正の数の平方根
正の数の平方根を用いて表したり処理したりし
た結果を基にして，具体的な場面で数量やそ
の関係について考えることができる。
式の展開と因数分解
事象に潜む関係や法則を見いだしたり、数学
的推論の方法を用いて論理的に考察し表現し
たり、その過程を振り返って考えを深めたりする
ことができる。
二次方程式
二次方程式を平方の形に変形する過程を比較
しながら、解の公式の導き方を考えることができ
る。

     　○課題について、構想を立て実践し、評価・改善することができる
　　 　○互いに考えを伝え合い、自分の考えや集団の考えを発展させることができる
　　　　　・友達の考えと自分の考えを比較しながら話し合い、自分の考えを深める。

　　○吹田市版　幼小中一貫教育カリキュラム　【算数・数学】（数と計算・数と式）

　系統・項目
　／発達段階

Ⅲ期（8・9年）進路を見すえた指導

　めざす
　子どもの姿

正の数の平方根
○平方根の必要性と意味
　・平方根　　・素因数分解
○平方根を含む簡単な計算
　・根号を含む式の乗除、加法
　・根号をふくむ式のいろいろな計算
○平方根の活用及び処理
　・平方根の利用

式の展開と因数分解
○単項式×多項式，多項式÷単項式
　・多項式と単項式の乗除
○簡単な一次式の乗法
　・多項式の乗法　　・乗法公式
○公式を用いる簡単な展開や因数分解
　・因数分解
　・公式を利用する因数分解
○文字を用いた式で数量及び数量の関係をと
らえ説明する
　・式の計算の利用

二次方程式
○二次方程式の必要性と意味及びその解の意
味
　・二次方程式
○因数分解や平方完成して二次方程式を解く
　・平方根の考えを使ったとき方
　・因数分解による解き方
○解の公式を用いて二次方程式を解く
　・二次方程式の解の公式
　・いろいろな二次方程式
○二次方程式を活用する
　・二次方程式の利用

正の数・負の数
○正の数・負の数の必要性と意味
　・符号のついた数　　・数の大小
○正の数・負の数の四則計算の意味
○正の数・負の数の四則計算
　・加法と減法　　・加法と減法の混じった計算
　・乗法と除法　　・四則の混じった計算
　・数の範囲と四則
○正の数・負の数による処理
　・正負の数の利用

　

文字の式
○文字を用いることの必要性と意味
　・文字の使用　　・文字を使った式の表し方
　・代入と式の値
○乗法・除法の表し方
○一次式の加法・減法
　・一次式の計算
○文字を用いた式に表わす
　・式が表す数量　　・関係を表す式

一元一次方程式
○方程式の必要性と意味及び式の中の文字と
　 解の意味
○等式の性質と方程式の解き方
　・方程式とその解　　・方程式の解き方
　・いろいろな方程式
○一元一次方程式を解くこと及び活用
　・一次方程式の利用　　・比例式

文字を用いた式
○簡単な整式の加法・減法及び単項式の
　 乗法・除法
　・単項式と多項式　　・多項式の計算
　・単項式と多項式の乗法と除法　　・式の値
○文字を用いた式で表す数量関係を説明でき
る
　・式による説明
○目的に応じて簡単な式を変形する
　・等式の変形

　

連立二元一次方程式
○二元一次方程式とその解の意味
　・連立方程式とその解
○連立方程式の必要性と意味及びその解の意
味
　・連立方程式の解き方　　・いろいろな方程式
○連立方程式を解くこと及び具体的場面での
活用
　・連立方程式の利用

自然数，符号，絶対値，原点，交換・結合法則 

項，累乗，指数，平方，立法 

代入，式の値，項，係数，等式，不等式 

左辺，右辺 

方程式，解，等式の性質，移項 

≦，≧，比例式 

単項式，多項式，項，次数，一次式 

同類項 

根号，√，平方根，有理数，無理数，因数 

素数素因数，素因数分解 

因数，因数分解する 

数
と
計
算
・
数
と
式

 

言
語
活
動

 

数
学
的
な
見
方
・
考
え
方

 

二次方程式，解，解く，解の公式 

言
語
活
動
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策6 確かな学力の育成

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向2 小中一貫教育を通して総合的人間力を育成します

施　　策6 確かな学力の育成

重点項目を構成する事業の概要及び実績

放課後学習支援事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針

　教育は、未来（あす）を拓く営みであり、子供たちの健やかな成長は全ての人々の変わらぬ願い
です。本市は子供たちに知・徳・体のバランスのとれた「総合的人間力」の育成を目指しており、全
国学力・学習状況調査※結果の分析により、これまでの教育施策の成果と課題を検証し、授業改善
等の具体的方策を小・中学校に示すことで、「確かな学力」の育成を図ってまいります。また、放課
後学習支援事業をはじめとする放課後の時間を活用した学力向上の取組を充実させることによ
り、児童・生徒の学習意欲や自学自習力のさらなる向上を目指します。

達成状況

 放課後学習支援事業実施校は、平成28年度は小学校10校、中学校2校にボランティア
の学習支援者を配置し、1校あたり年間平均40回実施しました。各校の実態に応じて、
放課後の時間を活用した学力向上に向けた取組が広がっています。児童・生徒はわか
らないところを個別に丁寧に教えてもらうことで、少しずつ理解できる部分が増え、
学力向上につながるとともに、それが「やればできる」という自己肯定感が高まりま
した。また、保護者からの肯定的な意見も多く、学習意欲の醸成や学習習慣の定着に
効果があると考えられます。

B

　実施校を広げ、学校への支援方法について検証し、改善につなげていく必要があります。また、
学習支援者の不足が課題であることから、登録者を増やすために、引き続き大学との連携や市報・
ホームページによる広報活動に努めます。

【事業名】 【担当課】

　児童・生徒の学習意欲の向上や自学自習力の育成を図るための学習支援者を配置し、放課
後等に学習支援を行うことで、学力の向上をめざします。

達成状況
(全国値/吹田

市)
小62.2%/55.8%
中48.4%/49.5%

B

「自分で計画を立てて勉強している」と答えた
児童・生徒の割合

全ての学校で学習意欲、家庭学習に関する項
目で全国値を上回るよう、放課後学習を活用し
ていく。

小学校　80%
中学校　70%

H28決算見込額 257 千円Ｈ27決算額 201 千円 Ｈ28当初予算額 276 千円
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○参考指標

18



平成28年度（2016年度）　重点項目

施策9 今日的課題に対応した教育の推進

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向2 小中一貫教育を通して総合的人間力を育成します

施　　策9 今日的課題に対応した教育の推進

重点項目を構成する事業の概要及び実績

英語教育推進事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

英語コミュニケーション体験事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

小学校英語マスター事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

読書活動支援者配置事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

　本市では今日的課題に対応するため、情報教育、環境教育、福祉教育、防災教育等、様々な教
育活動に取り組んでいます。特にグローバル化が進む社会の中で活躍できる国際性豊かな子供
の育成を図ることは重要であると考えています。教育委員会としては中学校英語教育、小学校外
国語活動の充実をめざして、英語指導助手※を各小・中学校に派遣するとともに、小学校では自然
に英語でコミュニケーションできる体験活動を実施します。さらに、小学校1年生から授業の中で英
語に慣れ親しむ活動ができるよう、平成27年度（2015年度）までに実施の16校に加え、新たに9校
を教育課程特例校※に位置づけるとともに、平成29年度（2017年度）までに全ての小学校へ拡充し
ます。
　また、「読書センター」及び「学習・情報センター」として学校図書館を活用した教育を充実させると
ともに、読書活動支援者※の配置等、学校における読書活動推進体制づくりを進めます。

【事業名】 【担当課】

　英語教育の充実を図るとともに、国際理解教育※を推進するため、様々な国の文化をもつ英
語指導助手を中学校に配置します。また、小学校に英語指導助手を配置し、英語に慣れ親しむ
ことや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ねらいとした外国語活動を行い、
9年間で充実した英語教育を提供します。

達成状況

37%

B
英検3級程度の英語力を有する中学校3年生
の割合

9年間を通して充実した英語教育を提供する。 70%

　小学校3・4年生を対象に「すいたえいごkids※」で、英語だけの世界を楽しみながら、必然的に
英語に触れる体験活動を行うことで、英語入門期の児童が英語を使ってコミュニケーションを図
ろうとする意欲の向上を図ることを目標とします。

達成状況

98%

A
参加した児童のうち目標を達成したと評価した
児童の割合

H28決算見込額 54,518 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 49,781 千円 Ｈ28当初予算額 57,886 千円

参加児童が英語を使うことへの意欲関心を持
つ。

100%

千円 H28決算見込額 692 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 661 千円 Ｈ28当初予算額 908

　小学校6年生全児童を対象に、エキスポシティ内にある「OSAKA ENGLISH VILLAGE」で、英
語を使用して様々なプログラムの体験等、実践的な学習を行い、児童が自ら小学校外国語活
動の中で学んだことが活用できたと実感を持たせることを目標とし、中学校における英語学習
への動機づけを図ります。

達成状況

75%

B
6年生全児童のうち目標を達成したと評価した
児童の割合

全ての児童が学んだ英語が活用できたと実感
ができる。

100%

　小・中学校に読書活動支援者を配置し、学校図書館の充実を図るとともに、児童・生徒の豊
かで幅広い読書活動を推進する。

達成状況

小学校　28冊
中学校　3.6冊

B
一人当たりの年間図書貸し出し冊数
（平成26年度 小学校 23.6冊、中学校 3.8冊）

H28決算見込額 6,080 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 - 千円 Ｈ28当初予算額 6,385 千円

千円

学校図書館を有効活用し、図書貸し出し冊数
の増加を図る。

小学校　40冊
中学校　　8冊

Ｈ27決算額 15,538 千円 Ｈ28当初予算額 52,178 千円 H28決算見込額 32,007
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取組の状況と評価

今後の課題・方針

○すいたえいごkidsの活動風景

○小学校英語マスター事業の活動風景

達成状況

　「グローバル社会を生きぬくコミュニケーション力の育成」に向けた英語コミュニ
ケーション体験事業「すいたえいごkids」を小学校3,4年生対象に、OSAKA ENGLISH
VILLAGEを活用した「すいたえいごWeek※」を小学校6年生対象に実施し、英語コミュニ
ケーションの楽しさを十分に味わうことができるよう活動内容の充実を図っていま
す。また、平成28年度には9校、平成29年度からは全ての小学校が文部科学省から教育
課程特例校の指定を受け、1年生から外国語活動を実施しています。全小・中学校に英
語指導助手を派遣し、ネイティブの発音や外国の文化にふれる機会の充実を図り、違
いを認め、互いに尊重しあう態度の育成に努めました。
　また、子供たちの豊かで幅広い読書活動を推進することを目的として、各小・中学
校に読書活動支援者を配置することで、児童・生徒の読書機会や読書量が増え、読書
への関心が高まりました。また、2月末までの配置を3月末までにしたことで、児童・
生徒のニーズに応じた計画的な図書館運営を図ることができました。

B

　国際社会をたくましく生きぬく子供を育成するために、異なる文化・習慣を理解し、違いを認め
合い、ともに生きる態度を培うとともに自分の考えや意思を日本語だけでなく、英語でも表現し、
世界の様々な人たちとコミュニケーションを図ることができる基礎的な能力の育成が必要となりま
す。そのため、今後も英語でのコミュニケーション体験や外国の文化にふれる体験活動等の充実に
努めます。
 また、24小学校において読書活動支援者を1校1名の専任配置とし、12小学校と中学校において
は、2校に1名の読書活動支援者を配置し、平成29年度は4月10日からの勤務を開始しています。今
後も全小学校を1校1名の配置をめざし、子供の学校図書館の活用のさらなる充実に努めます。
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策10 生徒指導の充実

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向2 小中一貫教育を通して総合的人間力を育成します

施　　策10 生徒指導の充実

重点項目を構成する事業の概要及び実績

子どもサポートチーム事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

生徒指導推進事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針

　いじめや暴力行為等の問題行動の発生、特別な支援を必要とする児童生徒数の増加、不登校の
増加など学校現場を取り巻く環境は複雑化・困難化するとともに、学校に求められる役割は拡大・
多様化しています。教育委員会としてはいじめ・不登校、暴力行為等の未然防止や早期解決を図る
ために、スクールソーシャルワーカー※の配置を充実します。また、中学生の豊かな感性、よりよく生
きていこうとする実践的態度を育む生徒会活動をさらに充実させ、自ら生きる力を育みます。

達成状況

　全ての中学校ブロックに福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを配置し、
問題行動等に対してチーム学校として組織的な対応を行う体制を構築しました。学校関
係者とのアセスメント、保護者等との面談を実施することができ、未然防止や早期解決
等に繋がっています。また、平成28年度からはスクールソーシャルワーカーサポーター
※を5名配置し、児童生徒と関わることで、早期の支援につながっております。
　生徒会活動の充実を図り、すべての小中学校で児童会生徒会が中心となり、いじめ撲
滅にむけて、あいさつ運動やいじめ撲滅川柳の作成など、特色のある取組を行っており
ます。吹田市中学校「中学生の主張」大会の中で、いじめ撲滅宣言を行いました。

A

　児童生徒を取り巻く環境の変化や家庭環境の多様化により、自己肯定感や自己有用感の低い児童
生徒が多く、それがいじめ等の問題行動や不登校、登校渋りにつながっている場合もあり、スクー
ルソーシャルワーカーの相談ニーズは、高まっている。また、平成29年3月に文部科学省が示した
「いじめ防止のための基本的な方針」でもスクールソーシャルワーカーの位置づけ、生徒会が中心
となったいじめ防止のための取組が明記されました。今後、スクールソーシャルワーカーの配置を
充実させ、支援の必要な児童生徒の見立てをより多く行い、教職員と情報共有を行い、適切な支援
を行っていきます。
　各校のいじめ撲滅の取組を共有し、吹田市全体でいじめを許さない風土を形成します。また、
ネット上でのいじめが認知されにくいという認識のもと、児童生徒が啓発活動を行うことで、未然
防止を図ります。

【事業名】 【担当課】

　子供支援のためのサポートチームを編制し、いじめ・不登校・児童虐待等、個別課題を有する
児童生徒へのケア及び未然防止に努め、各学校生徒指導体制の実効性・機能性を分析し、児
童生徒・保護者・学校等を支援します。また、各18中学校ブロックに1名のスクールソーシャル
ワーカーを配置します。

達成状況

100%

A
課題対応を図った児童・生徒のうち、課題が解
決もしくは好転した児童・生徒の割合

全ての児童・生徒の課題が解決する。 100%

　中学生の主張大会において、いじめに対する考え方を交流したり、各中学校におけるいじめ根
絶に向けての取組発表やいじめ撲滅宣言等を通して、児童会、生徒会活動を活性化させ、児
童・生徒の自主・自治活動によるいじめ撲滅に向けての取組を推進します。

達成状況

100%

A
生徒会活動等の自治活動によるいじめ撲滅に
向けた取組を進めている学校の割合

H28決算見込額 30,161 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 18,075 千円 Ｈ28当初予算額 30,479 千円

千円

全小・中学校において、児童・生徒の自主・自
治活動によるいじめ撲滅に向けての取組を推
進する。

100%

Ｈ27決算額 254 千円 Ｈ28当初予算額 309 千円 H28決算見込額 284
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H24 H25 H26 H27 H28

認知件数（件） 143 141 118 127 161

解消率（％） 98.6 98.6 94.1 93.7 95

141 139 111 119 153

H24 H25 H26 H27 H28

認知件数（件） 121 115 77 69 100

解消率（％） 95.2 100 98.7 98.6 100

115 115 76 68 100

中学校

○小中学校における問題行動の推移

1小中学校におけるいじめ認知件数及び解消率の推移
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H24 H25 H26 H27 H28

総数 36 37 114 281 217

対教師暴力 3 11 26 76 49

児童間暴力 24 17 50 158 141

対人暴力 1 0 6 1 1

器物損壊 8 9 32 46 26

総数 233 278 262 181 184

対教師暴力 14 11 9 13 21

生徒間暴力 170 172 176 121 127

対人暴力 6 0 3 1 3

器物損壊 43 95 74 46 33

2小中学校における暴力行為発生件数の推移
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H24 H25 H26 H27 H28

総数 208 225 208 233 240

病気 79 83 71 77 93

経済 0 0 0 0 0

不登校 88 108 98 107 108

その他 41 34 39 49 39

総数 345 337 375 414 435

病気 59 55 64 78 132

経済 0 0 0 0 0

不登校 222 247 271 294 269

その他 64 35 40 42 34

3小中学校における長期欠席児童生徒数の推移
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策13 特別支援教育の充実

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向2 小中一貫教育を通して総合的人間力を育成します

施　　策13 特別支援教育の充実

重点項目を構成する事業の概要及び実績

障がい児介助員配置事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

市立小中学校医療的ケア体制整備推進事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

支援学級支援事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

特別支援教育推進事業 教育センター
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

　今年度は障害者差別解消法が施行され、基礎的環境整備※の推進及び合理的配慮※の提供が必
要となります。教育委員会では児童・生徒一人ひとりに応じた適切な特別支援教育を行うために、
支援学級・通級指導教室を設置するとともに、「個別の教育支援計画※」及び「個別の指導計画※」を
作成・活用することで、「ともに学び、ともに育つ」教育課程の編成・実施を推進します。
　また、学習障がい（LD）、注意欠陥・多動性障がい（ADHD）、自閉症スペクトラム（ASD）などの特
別な教育的支援を必要とする園児・児童・生徒の早期発見と対応を図ります。

【事業名】 【担当課】

　教育上配慮を要する児童・生徒が在籍する学校に、障がい児介助員を配置することで、児童・
生徒の生活介助や安全確保にあたります。

達成状況

3.56人

A

支援学級在籍児童・生徒数／配慮を要する児
童・生徒に関わる教職員数（平成27年度 3.77
人）

支援学級在籍児童・生徒を指導する教職員数
を増やし、児童・生徒の安全を確保する。
3.5人の数値設定は、支援学校の一人あたり平
均値に準ずる。

3.5人

　医療的ケアを要する児童・生徒が在籍する学校に看護師資格を有する介助員を配置し、安全
な学校生活と学習活動を保障します。

達成状況

100%

A

看護師資格を有する介助員数／医療的ケアを
要する児童・生徒数

H28決算見込額 241,517 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 236,187 千円 Ｈ28当初予算額 246,165 千円

医療的ケアを要する全ての児童・生徒に看護
師資格を有する介助員を配置する。
平成28年度、医療的ケアの必要な児童・生徒
全員に看護師を配置した。

100%

千円 H28決算見込額 24,536 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 21,279 千円 Ｈ28当初予算額 30,981

　肢体不自由訓練・診察の実施、階段昇降機の配置、就学指導等の支援学級在籍の児童・生
徒等を支援します。

達成状況

92%

A

学習環境の整備率
支援学級在籍児童・生徒の教育的ニーズに応
じた支援教育を図る。
平成28年度、ＷＩＳＣⅣの購入できず。

100%

　発達相談員を活用した巡回相談を行ったり、研修を通して、教職員・保護者への理解・啓発を
図ることによって、学校・園が発達に課題のある子供を早期発見し、生活面や行動面での二次
障がいを防止しながら、有効な手立てを検討するようなシステム作りや、子供の特性に応じた教
育活動の支援を行います。

達成状況

299回

A

巡回相談訪問回数

H28決算見込額 10,769 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 10,625 千円 Ｈ28当初予算額 12,300 千円

千円

週あたり9回の学校訪問を35週間実施 315回

Ｈ27決算額 5,898 千円 Ｈ28当初予算額 8,203 千円 H28決算見込額 6,469
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取組の状況と評価

今後の課題・方針

達成状況

　「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を作成し、「ともに学び、ともに育
つ」教育課程を編成し、実施しました。
　障害者差別解消法が施行されたことを受け、管理職及び支援教育担当者に対しての研
修等を行い、児童・生徒一人一人に応じた適切な特別支援教育が取り組まれるよう教職
員の意識の向上を図りました。
　教育上配慮を要する児童・生徒が在籍する学校に障がい児介助員を、また医療的ケア
を要する児童・生徒が在籍する学校に看護師免許を有する介助員を配置し、安全な学校
生活と学習活動の保障に努めました。

A

　学校で直接児童・生徒の状況を把握し、また就学前の園児の状況も早めに把握することで、基礎
的環境整備を計画的に進めていきます。今後とも、「ともに学び、ともに育つ」の教育の理念のも
と、特別支援教育の充実に向けて取り組んでいきます。
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策15 生涯学習プログラムの充実

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標1 総合的人間力の形成

基本方向3 人生をより楽しく豊かに生きる生涯学習・生涯スポーツを進めます

施　　策15 生涯学習プログラムの充実

重点項目を構成する事業の概要及び実績

生涯学習吹田市民大学事業 まなびの支援課
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

地区公民館事業 まなびの支援課
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

夢と希望を広げる出会い事業 まなびの支援課
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

図書館主催行事事業 中央図書館
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

【事業名】 【担当課】

　「第3次生涯学習推進計画」に基づき、現代的な課題を学ぶ特別講座、市内の各大学との共催
により行う大学連携講座をとおして、市民の学びを支援します。

達成状況

160人

B

生涯学習吹田市民大学特別講座の受講者数
特別講座を地区公民館3館にて実施するもの
とし、5回連続講座を30名が受講した場合の受
講者数。

450人

14,383 千円 H28決算見込額 13,290 千円

【事業名】 【担当課】

　児童・生徒等が、吹田市にゆかりがあり優れた能力やキャリアを有し、様々な分野で活躍する
方々と出会い、講演や実技指導などを通して、夢や希望を持って努力することの大切さを学び、
将来を考える機会を提供します。

達成状況

5回

A

夢と希望を広げる出会い事業の実施回数

　生涯学習関連施設では、相互の連携を図るとともに、すべての市民を対象とした幅広い学習の場
及び機会の提供と、市民の多様な学習ニーズに応じた学習内容の充実を図っています。
　そのため、まなびの支援課では、「第3次生涯学習（楽習）推進計画※」の策定や、生涯学習吹田市
民大学※特別講座の地区公民館との共催、また、子供たちに夢や希望を持って努力することの大切
さを学ぶ機会の提供を行いました。図書館では、図書資料だけでなく、様々な情報提供を行うととも
に、年代に合わせた講座、行事の実施など市民の読書環境の充実に取り組んでいます。文化財保
護課では、旧西尾家住宅の保存に努めるとともに、地域の歴史資料の収集や研究、埋蔵文化財等
の調査を行い、文化財の保存、活用等を図ります。
　今後、市民の様々な生涯学習活動を支援するため、「いつでも、どこでも、だれでも」生涯学習に
取り組める環境を整えていきます。

H28決算見込額 1,338 千円

【事業名】 【担当課】

　趣味や教養、現代的課題を学ぶ講座や、専門的な知識を持った職員を活用して、気軽に行うこ
とのできるストレッチ体操や図書、地域の歴史といった講座を展開し、「歩いて行ける身近な学び
の場」である地区公民館でのさまざまな学びを提供していきます。

達成状況

53,064人

A

地区公民館主催講座の延べ受講者数

Ｈ27決算額 1,201 千円 Ｈ28当初予算額 1,897 千円

年間開館日数のうち、3日に1度開催するとし
て、29館に1講座の定員である20人を乗じた数
を基準として1％ずつ増加した場合の受講者
数。

59,113人

Ｈ27決算額 13,574 千円 Ｈ28当初予算額

小・中学校の授業において年3回実施し、地域
教育協議会※において年2回実施することを目
標にした場合の実施回数。

5回

H28決算見込額 120 千円

【事業名】 【担当課】

　市民の読書活動を支援し、生涯学習の幅を広げるために講座を企画実施しています。子供た
ちの読書の振興と図書館の利用の増加を図るため、人形劇や子供向け講演会などを実施しま
す。また、博物館や文化スポーツ推進室等と連携した講座などを開催し、様々な市民の利用を
促します。

達成状況

24,044人

B

参加者数

Ｈ27決算額 90 千円 Ｈ28当初予算額 220 千円

行事の参加をきっかけに図書館利用へつなげ
るため、5年間で10％の増加を目標とする。

延べ3万人

Ｈ27決算額 825 千円 Ｈ28当初予算額 905 千円 H28決算見込額 796 千円
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図書館コンピュータシステム整備事業 中央図書館
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用事業 文化財保護課
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

公開展示事業 文化財保護課
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

文化財保存啓発事業 文化財保護課
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

【事業名】 【担当課】

　ＩＣタグを使った新しい図書館システムを効果的に運用し、図書館資料の貸出、返却、データ管
理を行います。従来からのサービスに加えホームページの内容充実を行い、YA（ヤングアダル
ト）サービス※の紹介や写真データベースの構築による地域資料サービスの充実を行います。図
書館独自のツイッター、フェイスブック等ＳＮＳを利用した情報発信も実施しています。

達成状況

7,165,930件

A

ホームページへのアクセス件数
蔵書検索をはじめとする24時間対応の窓口利
用の件数ととらえ、平成25年度実績値の約3割
増やす。

7,300,000件

H28決算見込額 75,068 千円

【事業名】 【担当課】

　歴史的・文化的に価値の高いものとして、建物が重要文化財、庭園が国登録記念物となってい
る同住宅の価値を損なわないよう適切に保存します。また、吹田市の歴史・文化及び文化財の
大切さをよりよく伝えるため、一般公開を行います。あわせて、その価値や味わいを活かしつつ、
文化財を身近に感じられるような活用（茶会や茶道教室、講演会、コンサート、所蔵資料品の展
示会など）を行います。

達成状況

6,117人

B

年間入館者数

Ｈ27決算額 70,082 千円 Ｈ28当初予算額 74,987 千円

過去5年間の平均入館者数を目標値とする。 9,106人

Ｈ27決算額 20,791 千円 Ｈ28当初予算額 34,133 千円 H28決算見込額 32,098 千円

【事業名】 【担当課】

　吹田の通史や千里丘陵の窯業生産をテーマとした常設展示に加え、特別展として春季特別展
「田園都市・千里山」、秋季特別展「五反島遺跡展」を開催します。また、館蔵資料を中心とした
展示にさわって鑑賞するユニバーサルミュージアム※の要素を加えた企画展や自然や環境を
テーマとする市民参画展示である夏季展示、むかしのくらしと学校をテーマとした学校教育との
連携展示である特別企画を実施します。

達成状況

31,663人

A

年間入館者数
過去5年間の博物館の平均入館者数を目標値
とする。

29,995人

H28決算見込額 9,177 千円

【事業名】 【担当課】

　文化財調査の成果を報告にまとめ、文化財保護の啓発を推進するために文化財説明板を設
置し、教育委員会で管理する史跡等の管理に努めるとともに、貴重な出土遺物の保存処理を行
い、文化財の保存・活用・保護等の啓発を図ります。また、文化財の保存と活用を図るため、指
定・登録文化財の所有者等に補助金を支出します。

達成状況

6件

A

補助金等の交付件数

Ｈ27決算額 10,692 千円 Ｈ28当初予算額 10,857 千円

千円

文化財の補助金は文化財の保存のため、現状
変更という私有財産権の制限を課すことに対
する補償措置とされている。そのため案件に対
して精査、金額の決定を行うものであり、件数
による数値設定はなじまないが、過去3年間の
平均交付数を目標値とする。

6件

Ｈ27決算額 4,267 千円 Ｈ28当初予算額 8,885 千円 H28決算見込額 8,517
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取組の状況と評価

今後の課題・方針

　生涯学習吹田市民大学事業については、健康や栄養といった現代的課題を、歩いて行
ける身近な学びの場である地区公民館との共催で開催し、座学のみならず、椅子に座り
ながらできるストレッチなど、高齢者も取り組みやすいメニューを取り入れ受講者から
も好評でした。
　夢と希望を広げる出会い事業については、文化スポーツ推進室との共催で、市立吹田
サッカースタジアムにおいて、ガンバ大阪や危機管理室の協力のもと、講師講演やサッ
カーパス体験、段ボールベッドの組立等の講座を実施し、20校2,101名の小学生（4・5
年生）が受講しました。教職員や児童からは、感銘を受けたという反応が多くありまし
た。また、同事業の主旨に賛同し、初めて登場する講師による母校での講演を実施する
ことができました。
　図書館では読み聞かせなどの従来の行事にとどまらず、公民館や博物館、文化スポー
ツ推進室との連携事業を通じ普段図書館を利用されない方へ図書館利用の促進をはかる
とともに、新しい図書館システムを使って、資料の所蔵データの提供に努め、地域資料
の写真や新聞記事見出しのデータを充実しました。学校との連携でも、ホームページを
活用し利用を拡大しています。
 旧西尾家住宅については伝統文化の継承・発展と豊かな人間性の涵養を図ることを目
的に伝統文化こども教室を実施し、また旧中西家住宅については春季及び秋季の特別公
開を実施するなど、これら歴史的建造物についても啓発の促進を行ってきました。
　博物館については、学校教育との連携事業として、小学校では3年生社会科学習に対
応した体験重視をした展示である特別企画を博物館ボランティアの参画を得ながら開催
し、中学校との連携では中学校教諭と協議しながら吹田の歴史を学ぶ教材を刊行しまし
た。その他、公民館・図書館との連携講座や講演会、体験学習等、数多くの教育普及事
業を実施しました。地域連携の取り組みとして北大阪ミュージアムネットワークによる
北大阪ミュージアムメッセ、シンポジウムを実施しました。

B

  生涯学習吹田市民大学事業については、身近な場所で現代的課題を学ぶ機会を提供するため、引
き続き地区公民館との連携を図っていきます。同時に市の健康や幸齢社会※をめざす施策との関連
付けた事業展開が必要です。夢と希望を広げる出会い事業については、今年度、様々な分野の講師
が、講師登録したので、学校のニーズに応じることができるよう、講座プログラムの充実を図りま
す。
　図書館では多文化サービス、ビジネス支援、健康医療サービスを進めるために関係団体や関連部
局の支援も受けながら斬新な取組みを検討していきます。
  また、図書館システムを使って、調べものの内容や資料のデータの公開提供に努め、地域資料の
写真や新聞記事見出しのデータ化をボランティアの力も借りながらすすめます。学校連携について
はホームページを活用してもらいながら教員や読書活動支援者とともに子どもの読書活動の推進に
取り組みます。
 文化財保護課では、これまで培ってきた吹田市内に点在する様々な文化財について調査並びに保
存・活用を引き続き実施し、「建造物」及び「美術工芸」の調査、指定、保存、活用を図り、文化
財保護に関する普及啓発活動を推進するとともに、これらを通じて市民の地域を愛する心や地域文
化の醸成につなげます。このうち、旧西尾家住宅については建物の老朽化が進行しており、貴重な
文化財を大規模災害による損害から防ぎ、これからも将来にわたって長く保存していくため、耐震
診断を実施し、実施結果に基づいて耐震改修や修理を進めていく必要があります。
　博物館については、市民参画や小中高校の児童・生徒の各成長段階に応じた学校教育との連携、
地域との連携など、さまざまな連携事業に取り組み、より多くの市民が博物館活動に参加してもら
えるようにします。さらに「さわる展示」の常設化によってユニバーサルミュージアムの充実をは
かり、市民の多様な生涯学習のニーズに応える支援を行います。また、西村公朝資料を収蔵し公開
することで博物館の独自色・価値を高め、活性化をめざします。また、地域の歴史資料等を継続し
て調査研究、収集するとともに歴史、美術、自然・環境などをテーマに特別展、企画展を年6回開催
し、地域の文化の再発見や見直しにつとめ継承していきます。

達成状況
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○夢と希望を広げる出会い事業の活動風景
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策27 青少年の仲間づくり・居場所づくりの推進

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標2 社会全体の教育力の向上

基本方向6 地域全体で教育力の向上を図ります

施　　策27 青少年の仲間づくり・居場所づくりの推進

重点項目を構成する事業の概要及び実績

こどもプラザ事業 青少年室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針
　太陽の広場事業は、地域の実情に応じて開催しており、徐々に実施回数も増えていますが、継続
的・安定的な実施のためには見守りボランティア(フレンド)の確保や活動プログラム実施のための
人材確保が課題です。
　また、児童数の多い大規模校では運動場以外の活動場所の確保が困難で、雨天の場合は中止せざ
るを得ない状況にあります。
　これらの課題はありますが、「地域の子供は地域で守り育てる」取り組みとして、学校・地域・
家庭・行政の連携の下で安心・安全な子供の居場所づくりの充実を目指します。

【事業名】 【担当課】

　こどもプラザ事業では、小学校の施設や地域における学習資源等を活用し、平日の放課後等の
子供たちの安心・安全な居場所を提供する「太陽の広場※」と、土曜日等に様々な体験活動の場とな
る「地域の学校」を通じて、子供の自主性、創造性等を育んでいます。
　国の放課後子ども総合プラン※では、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・
活動を行うことができるよう、一体型として「太陽の広場」と「留守家庭児童育成室」を連携して進め
ることとなっています。本市では、既に両事業を同一小学校内で行い、一体型として連携を進めてお
りますが、さらに深まるよう共通のプログラムの充実等を図っていきます。
　今後は市民との協働を更に進め地域の方々の協力を得ながら、引き続き全36小学校での「太陽
の広場」の開催を進めてまいります。また開催回数の増加、内容の充実等全市的な拡充を進め、青
少年の仲間づくり、居場所づくりの推進を図ります。

達成状況

 本市では、国の放課後子ども総合プランの目指す一体型の要件を満たしており、平成28年
度は全36小学校での取り組みを継続しながら、留守家庭児童育成室と太陽の広場の参加者
が分け隔てなく参加できる「活動プログラム」の充実に向けた取組を実施しました。ま
た、学校、見守りボランティア（フレンド）、青少年室、留守家庭児童育成室指導員によ
る連絡会議の開催や、合同での避難訓練の実施など更なる連携にも取り組みました。

A

　こどもプラザ事業では、小学校の施設や地域における学習資源等を活用し、平日放課後等の
子供たちの安心・安全な居場所を提供する「太陽の広場」と、土曜日等に様々な体験活動の場と
なる「地域の学校」を通じて、子供の自主性、創造性などを育んでいます。
　国の放課後子ども総合プランの目指す「太陽の広場」と「留守家庭児童育成室」を一体型として
連携を進めます。

達成状況

全36小学校

A

｢太陽の広場｣開催校 全小学校での実施を目指す。 全36小学校

H28決算見込額 32,814 千円Ｈ27決算額 29,782 千円 Ｈ28当初予算額 36,515 千円
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○太陽の広場の実施風景

平成27年度
（2015年度） 1,909回 1，729回 392回

平成28年度
（2016年度） 1,978回 1，823回 435回

○こどもプラザ事業実施回数

年　　度
「太陽の広場」 「地域の学校」

実施回数実施予定回数 実施回数
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策30 青少年相談の充実

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標2 社会全体の教育力の向上

基本方向6 地域全体で教育力の向上を図ります

施　　策30 青少年相談の充実

重点項目を構成する事業の概要及び実績

青少年活動サポートプラザ青少年相談事業 青少年室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針
　青少年を取り巻く社会の急激な変化が、青少年の生きづらさを増大し、ひきこもりやニートをは
じめとする、青少年の社会的自立の遅れがますます深刻化していくと考えられます。
　今後も引き続き市民や支援機関に対し協議会について理解を深めていただくとともに、悩みや課
題を抱えた青少年がいつでも相談できる子ども・若者総合相談センターとしてぷらっとるーむ吹田
の周知に力を入れていきます。
　吹田市子ども・若者支援地域協議会につきましては、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討
会議を効果的に運営し、関係機関との連携強化に努めます。また、セーフティネットのさらなる拡
大と支援が必要とされる青少年の早期発見に向けた取り組みを強化し、訪問相談（アウトリーチ）
による支援にも力を入れるなど、課題を抱えた青少年に寄り添いながら切れ目なく支援できる体制
づくりに努めます。

　青少年相談事業は、平成27年度との比較では、相談件数は減少したものの、ぷらっと
るーむ吹田で実施している居場所支援やグループワーク、ボランティア活動実習への延
べ参加人数は増加しており、ここに継続して通う相談者の自立（社会参画）に向けて取
り組む意欲が高まっていることが伺えます。
　子ども・若者育成支援推進法では、ひきこもりだけではなく、ニート、不登校、非行
など様々な困難を抱える青少年相談に対応し、適切な支援を図るため「子ども・若者支
援地域協議会※」の設置を求めており、本市でも協議会の設置に向けて、内閣府の「子
ども・若者支援地域ネットワーク」を利用し、公開講座をはじめ、先進都市視察、専門
家によるスーパーバイズ（指導・監督・助言）を実施しました。
　これらの準備を経て、既存の「社会的ひきこもり」吹田市ネットワーク会議をベース
に、新たに矯正・更生保護機関等を加え、平成29年3月1日付けで「吹田市子ども・若者
支援地域協議会」を設置しました。

　ひきこもり、ニート、不登校など、さまざまな課題を抱え、社会とのつながりが希薄になった青少年
やその家族が孤立することなく、いつでも相談できる総合的窓口が求められており、そういった現状
を踏まえ、特に早期の段階で状態を把握し、適切な機関等が相互に連携し適切な支援を開始して
いくことが、状態を長期化させないうえで最も重要であることから、教育、福祉、医療、労働などの関
係機関等で構成される「社会的ひきこもり※」吹田市ネットワーク会議※を設置しています。
　今後は、ひとりでも多くの青少年を社会参画へと導く体制をより充実させていくため、ネットワーク
会議を通じて相談機関が連携をさらに強化し、セーフティネットの拡大に努めます。

達成状況

A

【事業名】 【担当課】

　臨床心理士などの資格を有した専門相談員がひきこもりやニート、不登校、いじめなど様々な
理由で社会との関係が希薄になった青少年とその家族に対し、相談を始めとした支援事業を実
施します。

達成状況

新規相談件
数

127件

B

1年度における新規相談件数 一人でも多くの青少年の支援を目指していく。 200件

H28決算見込額 32,437 千円Ｈ27決算額 32,324 千円 Ｈ28当初予算額 34,453 千円
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○青少年相談相談ケース数推移

(1) (26) (127)
240

(26) (24) (0) (16) (6) (4) (11) (6) (7)
10 52 8 8 1 30

H28
61 37 0 21 12

(28) (4) (13)
H27

62 38 1 19 6 13 66 6 14
(1) (23) (137)(22) (22) (1) (14) (4) (5)
1 29 255

(0) (16) (131)
254

(17) (25) (1) (12) (4) (2) (19) (2) (33)
12 51 4 34 0 19

H26
53 46 1 25 9

(16) (11) (19)
H25

72 68 5 34 11 12 34 14 21
(2) (37) (191)(26) (46) (5) (18) (2) (9)
2 41 314

(1) (28) (181)
250

(32) (22) (4) (18) (9) (2) (19) (9) (37)
4 25 9 40 1 29

H24
57 40 4 29 12

就労・

進路

問題行動

・非行
子育て 虐待 その他 合計

相談ケース数（(　)内は新規ケース数）

年度 ひきこもり 不登校 いじめ
性格・

行動

発達

障害

精神

疾患
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策34 学校・園施設の整備

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標3 豊かな教育環境の創造

基本方向7 安心・安全で豊かな学校・園の教育環境を整備します

施　　策34 学校・園施設の整備

重点項目を構成する事業の概要及び実績

小・中学校校舎大規模改造事業 資産経営室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

小・中学校屋内運動場大規模改造事業 資産経営室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

小・中学校トイレ施設整備事業 資産経営室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

小・中学校及び幼稚園の空調設備整備事業 保健給食室・資産経営室

【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

【事業名】 【担当課】

　学校・園施設は、安全で、快適に過ごせる施設の整備を計画的に進める必要があります。平成27
年度（2015年度）に耐震化が完了したことから、引き続き施設の老朽化対策として、校舎大規模改
造事業（1期、2期の2か年で実施）及び屋内運動場大規模改造事業を平成36年度（2024年度）ま
で、トイレ施設整備事業を平成32年度（2020年度）までの予定で実施し、施設の長寿命化や機能の
維持・向上を図ります。平成28年度（2016年度）は、校舎大規模改造工事を1期工事として小学校4
校・中学校2校で、屋内運動場大規模改造工事を小学校3校・中学校2校で、トイレリニューアル工事
を小学校9校・中学校2校で整備する予定としています。
　また、教育環境の充実のため、小学校の普通教室及び幼稚園の保育室の空調設備につきまして
は、平成28年度（2016年度）整備完了を目標とし、小学校11校・幼稚園5園で整備する予定としてい
ます。

　小・中学校校舎の大規模改造工事を実施します。

達成状況

1期：6校
2期：---

A

工事実施校の校数 年次計画に基づき整備を実施する。 18校

　小・中学校屋内運動場の大規模改造工事を実施します。

達成状況

5校

A

工事実施校の校数 年次計画に基づき整備を実施する。 20校

H28決算見込額 1,045,843 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 19,684 千円 Ｈ28当初予算額 1,271,683 千円

千円 H28決算見込額 716,427 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 12,660 千円 Ｈ28当初予算額 856,361

　小・中学校のトイレリニューアル工事を実施します。

達成状況

11校

A

工事実施校の校数 年次計画に基づき整備を実施する。 43校

　幼児・児童・生徒の教育環境を充実するため、普通教室の空調設備を整備します。

達成状況

100%

A
小・中学校、幼稚園の普通教室、保育室の空調
設備設置率

H28決算見込額 841,621 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 19,867 千円 Ｈ28当初予算額 1,069,390 千円

千円

Ｈ28年度末までに、普通教室、保育室の空調
設備を整備する。

100%

Ｈ27決算額 519,582 千円 Ｈ28当初予算額 713,345 千円 H28決算見込額 596,359
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取組の状況と評価

今後の課題・方針

○参考指標

○年度ごとの実施校数 （単位：校）

※校舎大規模改造は1期・2期工事ともに完了した校数。

　小・中学校の老朽化対策として、校舎大規模改造事業及び屋内運動場大規模改造事業を平成36年
度（2024年度）まで、トイレ施設整備事業を平成32年度（2020年度）までの予定で計画的に進め、
より安全で快適な教育環境の整備に引き続き取り組みます。平成29年度（2017年度）は、校舎大規
模改造工事を1期工事として小学校4校・中学校2校、2期工事として小学校4校・中学校2校、屋内運
動場大規模改造工事を小学校3校・中学校2校、トイレリニューアル工事を小学校8校・中学校3校で
実施します。
　また、教育環境の充実のため、小学校の普通教室及び幼稚園の保育室の空調設備につきまして
は、平成28年度（2016年度）に整備が完了しておりますが、今後は児童・生徒数の増加に伴い、学
級数が増加する場合には整備を行います。

達成状況

　小・中学校の校舎大規模改造事業については、1期工事として小学校4校・中学校2
校、屋内運動場大規模改造事業については、小学校3校・中学校2校、トイレ施設整備事
業については、小学校9校・中学校2校の工事を実施し、施設の長寿命化や機能の維持・
向上に取り組みました。
　また、小・中学校及び幼稚園の空調設備整備事業については、小学校12校、幼稚園5
園の工事を実施し、小学校の普通教室及び幼稚園の保育室の空調設備設置率は平成28年
度（2016年度）末で100%になりました。

A

（小・中学校校舎大規模改造工事、小・中学校屋内運動場大規模

改造工事及び小・中学校トイレリニューアル工事の進捗予定） 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 合計

校 舎 大 規 模 改 造 0 6 5 7 6 6 6 6 5 47

屋 内 運 動 場 大 規 模 改 造 5 5 5 5 5 5 4 4 3 41

ト イ レ リ ニ ュ ー ア ル 11 11 10 11 10 ― ― ― ― 53

36



平成28年度（2016年度）　重点項目

施策35 安心・安全の確保

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標3 豊かな教育環境の創造

基本方向7 安心・安全で豊かな学校・園の教育環境を整備します

施　　策35 安心・安全の確保

重点項目を構成する事業の概要及び実績

小学校安全対策事業 教育総務室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

幼稚園安全対策事業 教育総務室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針
　不審者の侵入に対する抑止効果が高いため、引き続き、小学校の校門及び幼稚園の園門に警備員
等を配置し、校門・園門付近を常時監視することで、子供たちの学校・園生活での安全確保に努め
ます。

【事業名】 【担当課】

　市立小学校及び市立幼稚園の校園門に警備員等の配置を行い、子供たちの学校園生活の安全
を確保します。
　市立小学校は、学校課業日に警備員を配置し、夏季・冬季・春季の休業期間中は、シルバー人材
センター※による受付員を配置、市立幼稚園は、単独園2園に警備員を配置し、小学校に併設してい
る14園にシルバー人材センターによる受付員を配置します。
　今後も人の目による抑止力が重要であるとの考えの下、事業の継続を図ります。

達成状況

　小学校・幼稚園のより徹底した防犯体制の確立と子供たちの安全確保を目的に警備員
等を配置しました。校門付近を常時監視することで、来校者の受付とチェックを行い、
不審者の侵入防止・抑制を図るとともに、緊急時の迅速な連絡体制のとれる安全対策業
務を実施しました。小学校及び単独幼稚園については、原則課業時間中に警備員による
立哨及び受付業務を実施しました。併設幼稚園については、シルバー人材センターに委
託して課業時間中受付員を配置しました。有人警備は、不審者侵入に対しての抑止力が
依然として高いものになっています。

A

　小学校のより徹底した防犯体制の確立と子供たちの安全確保を目的に警備員等を配置し、校
門付近を常時監視することで、来校者の受付とチェックを行い、不審者の侵入防止・抑制を図る
とともに、緊急時の迅速な連絡体制のとれる安全対策業務を実施します。

達成状況

0件

A

学校内への不審者侵入件数
児童の学校内での安全を確保するため、引き
続き警備員等を校門に配置する必要がある。

0件

　幼稚園のより徹底した防犯体制の確立と子供たちの安全確保を目的に警備員等を配置し、園
門付近を常時監視することで、来園者の受付とチェックを行い、不審者の侵入防止・抑制を図る
とともに、緊急時の迅速な連絡体制のとれる安全対策業務を実施します。

達成状況

0件

A

幼稚園内への不審者侵入件数

H28決算見込額 63,180 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 61,246 千円 Ｈ28当初予算額 63,180 千円

千円

園児の幼稚園内での安全を確保するため、引
き続き受付員等を園門に配置する必要があ
る。

0件

Ｈ27決算額 11,906 千円 Ｈ28当初予算額 12,473 千円 H28決算見込額 12,473

37



平成28年度（2016年度）　重点項目

施策40 学校・園運営体制の確立

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標3 豊かな教育環境の創造

基本方向8 信頼と責任のある学校・園づくりを進めます

施　　策40 学校・園運営体制の確立

重点項目を構成する事業の概要及び実績

小学校スタートアップ事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

小規模校支援事業 指導室
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針
　11学級以下の学校だけでなく、単学級の学年がある小学校小規模校に対しても臨時雇用員を配置
し、生徒指導の組織対応体制の充実を図ります。
　また、スターターについては第1学年5クラス以上の規模の大きな学校についても十分な支援がで
きるように、体制の充実を図ります。

【事業名】 【担当課】

　児童の暴力行為の増加や特別な支援を必要とする児童数の増加など、小学校における学校現場
の環境は複雑化・困難化しています。そこで教育委員会としては人的支援を行うことにより、重大事
案や緊急時の対応、及び多様化した課題を持つ児童に対するきめ細かな支援の一層の充実を図
り、落ち着いた学習環境の構築をめざします。

達成状況

　小学校小規模校2校に対して臨時雇用の教員を配置し、生徒指導体制の充実を図りま
した。配置校では、小中の生徒指導担当者が会議に相互に参加し、情報共有を行いまし
た。また、生活アンケートの充実を図ることによって、児童の実態を把握し、適切な指
導を行いました。
　また、支援者の「スターター」を4月当初から配置することによって、学校生活への
移行がスムーズに行われました。また、学年・学級担任との連携を取りながら、児童理
解を深めるとともに、「個に応じたきめ細かな」対応を図ることができました。

A

　幼稚園や保育所等から小学校への急激な学習・生活環境の変化の中でつまずきや戸惑いを
見せたり、不適応行動をとり始めたりすることの多い小学校第1学年の児童に対して、「個に応じ
たきめ細かな」指導を充実させ、スムーズな移行を図るとともに、虐待の兆候等を早期に発見、
早期に対応することで問題解決につなげ、学習や生活をサポートするため、支援者の「スター
ター※」を配置します。

達成状況

86%

A

学校規模に応じたスターターの配置の割合
各小学校1名に加え、推計第1学年5クラス以上
の大規模校にさらに1名配置

100%

　小学校で11学級以下の小規模の場合や単一学級の学年がある場合、教員数は学級数に応じ
て配置が少ない。多様化した教育課題への対応や緊急時の対応が厳しく、また教員一人が担当
する校務分掌が多くなるため、教員を加配することで学校力の低下が生じないよう支援します。

達成状況

100%

A
小学校で11学級以下の小規模学校や単一学級
の学年がある学校のうち、教員を加配した学校
の割合

H28決算見込額 27,009 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 26,628 千円 Ｈ28当初予算額 26,975 千円

千円

小学校で11学級以下の小規模学校や単一学
級の学年がある全ての学校に教員を加配す
る。

100%

Ｈ27決算額 - 千円 Ｈ28当初予算額 8,985 千円 H28決算見込額 6,632
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策41 教育資料の提供と教職員研修の充実

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標 3 豊かな教育環境の創造

基本方向 8 信頼と責任のある学校・園づくりを進めます

施　　策 41 教育資料の提供と教職員研修の充実

重点項目を構成する事業の概要及び実績

教職員研修事業 教育センター
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

校内研修事業 教育センター
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

研究学校事業 教育センター
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

教育課題調査・研究推進事業 教育センター
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

【事業名】 【担当課】

　最新の教育情報や教育実践資料等を収集するとともに、教育の今日的課題や吹田市の重点施策
について調査・研究を推進し、成果等を発信することで学校での教育実践に生かします。また、教職
員研修については、初任者や経験年数の少ない教職員が占める割合が増加する中、さまざまな教
育課題や教職員のキャリアステージ※、ニーズに対応したもの等内容を一層充実させ、教職員の専
門的知識・技能の習得、資質向上、指導力の向上を図り、円滑な学校経営の推進を図ります。

　さまざまな教育課題や教職員のキャリアステージ、ニーズに対応したもの等内容を一層充実さ
せ、教職員の専門的知識・技能の習得、資質向上を図り、円滑な学校経営の推進を図ります。

達成状況

5,475人

A

教職員研修延べ参加者数
教職員の自己研鑽意欲を高め、研修参加を促
していく必要がある。

6,000人

　学校に講師を招いて研修を行うとともに、様々な専門の講習会・研修会に参加することで、教
職員の自己教育力の高揚と指導力及び資質の向上を図っています。平成28年度の小中学校で
実施された校内研修数は、1162回です。

達成状況

1,409人

A

校内研修会参加人数
校内研修会を活性化し、特色を生かした学校
づくりを支援していく必要がある。

1,590人

H28決算見込額 3,599 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 3,572 千円 Ｈ28当初予算額 3,671 千円

千円 H28決算見込額 1,205 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 1,466 千円 Ｈ28当初予算額 1,253

　今日的教育課題や重点項目にかかわる研究を学校に委嘱し、教員の資質や学校体制のあり
方を改善するとともに、児童・生徒の学力向上を図っています。さらに、研究成果を校外に発信し
市全体の教育力を高めています。平成28年度は、7校に研究委嘱しています。

達成状況

26回

A

委嘱研究校の公開授業回数
委嘱研究校における研究成果を発信し、全校
が共有していく必要がある。

15回

　学校園の教職員に研究員を委嘱し、教育に関する専門的、今日的課題等の調査・研究活動を
行っています。平成28年度の研究テーマは、「発達理解」「ICT活用」「英語教育」「校内研修活性
化」「道徳教育」「不登校対応」とし、調査・研究の成果を積極的に発信することで、各学校・園に
おける教育実践力の向上と教育活動の充実・活性化を図っています。

達成状況

70回

A

研究グループ活動回数
教育課題への調査・研究を行うため、教職員に
対する活動を活性化し、支援していく必要があ
る。

66回

H28決算見込額 471 千円

【事業名】 【担当課】

Ｈ27決算額 530 千円 Ｈ28当初予算額 610 千円

千円 H28決算見込額 2,313 千円Ｈ27決算額 2,058 千円 Ｈ28当初予算額 2,457
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教育研究大会事業 教育センター
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針

○参考指標

〔研究大会について〕
1.教育研究大会参加者　1382名 

2.アンケートについて
■ 回収数 　　900通 （回収率　65.1％）   

　広く教育実践資料等を収集するとともに、教育の今日的課題や本市の重点施策について調査・研
究を推進し、成果等を発信することで学校での教育実践に活かします。
　大量採用時代の教職員が退職し、新規採用が増えて経験の浅い教職員に入れ替わることで、年
齢・経験年数構成がアンバランスとなっています。このような状況の中、教職員研修についてはベ
テランと経験の浅い教職員をつなぐ「ミドルリーダー」の育成を視野に、経験年数等を反映させた
キャリアステージに応じた研修等を充実していきます。研修を充実させることで教職員の資質向上
を実現し、子供や保護者の期待に応え、円滑な学校運営を推進していくことを目指します。

達成状況

　研究紀要や各教科の授業指導案等の教育資料を教育センターホームページやSATSUKI
ネット（吹田市学校教育情報通信ネットワーク）「知恵の泉」に掲載することにより、
教育資料や教育情報を全市で共有し、教員の授業力向上を支援しました。また、教職員
の研究活動の発信を目的とした「教育研究報告会」には14団体が研究成果を発表し、
237人の教職員が参加しました。
　教職員研修は、初任者研修、10年経験者研修等の法定研修、2～5年目の教員を対象と
したステップアップ研修、ミドルリーダー育成を目的としたヤングリーダー研修等の
キャリアステージに応じた研修と一般研修とを合わせて192講座に延べ5,475人が受講し
ました。また、受講者アンケートを継続的に実施することでニーズを把握し、学校の取
組や個人の実践につながるよう内容や形態の工夫・改善を図りながら教職員研修を企画
しています。受講者アンケートの結果は平成28年度では、95％の教職員がその内容につ
いて「大変良い」「良い」と回答しました。

A

【事業名】 【担当課】

　全ての教職員が、今日的課題や本市の重点施策について学び、今後の教育活動に活かすた
めの相互理解の場としています。

達成状況

95%

A
大会実施の後アンケート結果から、学びが深ま
り、充実感を得た教職員の割合

参加者にとって学びが深まり充実感の高い研
究大会を実施する必要がある。

100%

H28決算見込額 162 千円Ｈ27決算額 260 千円 Ｈ28当初予算額 285 千円

幼稚園 小学校 中学校 合計
人数 ５３人 ９２４人 ４０５人 １３８２人
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平成28年度（2016年度）　重点項目

施策43 生涯学習施設の整備・充実

重点項目につながる教育ビジョンの目標・方向・施策

基本目標3 豊かな教育環境の創造

基本方向9 生涯学習・生涯スポーツ環境の整備を進めます

施　　策43 生涯学習施設の整備・充実

重点項目を構成する事業の概要及び実績

地区公民館の改修 まなびの支援課
【H28実績】

【指標】 【考え方】 【H31目標値】

取組の状況と評価

今後の課題・方針
　手狭で老朽化した公民館に対応するため、南吹田地区公民館の移転建替え工事の完成を目指しま
す。山手地区公民館については、平成29年度に実施設計の完了を目指し、建替え移転に向け準備を
進めてまいります。引き続き市民にとって安心・安全な生涯学習施設の整備を目指します。

【事業名】 【担当課】

　老朽化した施設の整備や、更新を行うことにより生涯学習施設の充実を図るため、手狭で老朽化
した公民館の大規模改修工事等を、毎年1館実施します。
　今後も、引き続き生涯学習施設の機能の充実を図り、各施設の持つ機能や立地条件などを活か
した教育施設の体系化を図ります。

達成状況

　地区公民館の改修事業では、南吹田地区公民館の移転建替え工事及び山手地区公民館
の移転建替えのための実施設計を進めると共に、片山地区公民館の大規模改修工事を完
成しました。また、小規模改修工事として、東佐井寺・千里新田・山五地区公民館の屋
上防水等工事、佐井寺・北山田地区公民館の外壁補修工事を実施し、老朽化に対応した
維持補修を実施しました。これらの改修工事により、安心安全で高齢者や障がい者にや
さしい生涯学習施設の整備・充実に取り組みました。

A

　地区公民館の老朽化に伴い、年次的に大規模改修工事等を実施します。
　（決算・予算額については、小規模改修工事費を含みます。）

達成状況

25%

A

大規模改修工事実施率
基本的に大規模改修については、1年間に1館
が原則。【H31目標値】については、平成28年
度から平成31年度までの目標値を示します。

100%

H28決算見込額 158,869 千円Ｈ27決算額 199,449 千円 Ｈ28当初予算額 271,775 千円
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5．学識経験者からの知見 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27 条に基づき、吹田市教育委員会の事務の

管理及び執行状況の点検・評価報告書を作成するにあたり、学識経験者による質疑応答形

式のヒアリングを実施しました。知見を頂いた学識経験者は以下のとおりです。 

 

学識経験者（五十音順） 

島 善信 氏    大阪教育大学 教職教育研究センター 特任教授 

畑中 タカ子 氏  吹田市民生・児童委員協議会 副会長 

古川 國久 氏   シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役会長 

 

学識経験者からの各部への質問と意見・助言及び各課の回答など 

◇児童部 

重点項目｜施策 3 子育て支援の推進 

質問・回答 

Q.子育て支援計画とはどのような計画なのか。 

A.保育幼稚園室で一時預かり保育等の年間を通じたカリキュラムを作成しています。それ

を基に、各園で子育て支援計画を作成しています。 

 

Q.保育計画を見直すと記載してあるが、どのように見直すことを検討しているのか。 

A.平成 30年度に幼稚園教育要領が改定されることに伴い、教育課程検討委員会を立ち上げ、

現存の吹田市幼稚園教育課程を新たな要領に合わせて、見直しています。 

 

Q.子育て支援として、相談活動をしていると記載しているが、相談内容や回数等の現状は

どうなっているのか。 

A.各園年間 3、4 件ほどの相談があり、相談内容としては日々の育児の悩みや幼稚園選択に

ついて等、子育てに関して幅広い相談があります。 

 

意見・助言等 

・一時預かり事業の指標と実績値の連動性が分かりづらくなっているため、再設定する必

要がある。 
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重点項目｜施策 4 認定こども園化の推進 

質問・回答 

Q.幼保連携型認定こども園のカリキュラムを作成する上で大切にしていることや今後考え

ていかなければいけないことはなにか。 

A. 幼稚園と保育所の両方で大切にしてきた「こころゆたかに たくましく」という教育・

保育目標をコンセプトに、環境による保育を通じ、子供たちが主体的に遊びを展開し、

のびのびと安心して過ごせることを大切にしながらカリキュラムを作成しました。今後、

幼稚園教育要領や保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が改定され

ることに伴い、幼稚園や保育所との整合性を図りながら、保育内容が充実できるよう検

討し、カリキュラムの見直しを進めていきます。 

 

Q.幼稚園型認定こども園の充足率はどうなっているのか。 

A.4、5 歳児の充足率は低いが、3 歳児の充足率は 100％近くあり、全体の充足率としては

70％ほどです。また、今後は充足率が増加していくと見込んでいます。 

 

◇学校教育部・資産経営室 

重点項目｜施策 5 小中一貫教育の推進 

質問・回答 

Q.総合的人間力とはどのようなものなのか。 

A.確かな学力、豊かな心、たくましい体の 3 点のバランスの取れた人間のことです。わが

都市すいたの教育ビジョンの基本目標として、総合的人間力の形成を掲げており、達成

に向けて取り組んでいます。 

 

Q.幼小中一貫教育カリキュラムとは具体的にどのような内容なのか。 

A.幼稚園から中学校までを一つの括りとして考え、それぞれの教科でどのようなカリキュ

ラムにしていくのか、また小学校に入学する前にどういった準備を行えばいいのか等を

計画化し、学習時期に対応した到達目標を共通認識として持つための内容となっていま

す。 

 

意見・助言等 

・用語解説を行った部分に関しては、注釈をつけるなど工夫し、分かりやすく明示する必

要がある。 

・取組の充実に関してより具体的に記載しなければ、充実させた内容が市民に伝わらない

のではないか。 

・内容を裏付けるデータをグラフや表等を用いて説明することで、市民にとって分かりや

すくなるよう、工夫を行う必要がある。 
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・幼小中教育カリキュラムの具体的な中身を参考資料として掲載してはどうか。 

 

重点項目｜施策 6 確かな学力の育成 

質問・回答 

Q.学習支援者とはどのような方なのか。 

A.主に大学生や教員を退職した方が学習支援者として配置されています。 

 

Q.学習支援を受ける子供の対象はどのような子なのか。 

A.各学校によって運営の方法は異なってはいますが、学習支援が必要と思われる生徒に対

して、教員が積極的に声掛けを行ったりすることで、学力の向上を図っています。 

 

意見・助言等 

・総合的人間力の育成を目指すと記載しているため、学力向上に関する取組以外のことも

記述すべきではないか。 

・自己肯定感の高まりや保護者からの肯定的な意見が多いと記載している部分を裏付ける

データを掲載した方が、市民に伝わりやすいのではないか。 

・学習支援者に関して、新たに用語解説へ追加する必要がある。 

・対象となる児童・生徒数や参加した延べ人数等、より具体的なデータを記載すべきであ

る。 

 

重点項目｜施策 9 今日的課題に対応した教育の推進 

質問・回答 

Q.国際性豊かな子供の育成のためには、英語以外の外国語活動も必要になってくるかと思

うが、何か活動はしているのか。 

A.英語以外の外国語については、国際理解教育として、様々な国の方を学校に招き、その

国の言語や文化にふれる機会を作るといった、国際交流活動を行っています。 

 

意見・助言等 

・英語以外の国際理解教育等、多くの取組を行っているにも関わらず記載がないために、

読み手が理解しづらい文章となっているため、記載方法に工夫が必要である。 

・読書活動支援者に関する現状と課題について、読み取りづらいため、より具体的に記載

する必要がある。 
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重点項目｜施策 10 生徒指導の充実 

意見・助言等 

・生徒指導における課題・問題事象等、口頭で説明を行った部分を、報告書に記載する必

要がある。 

・いじめの件数や SSW の配置人数、不登校数等の具体的なデータを経年変化のグラフを用

いて記載することで、市民理解を助けるための報告書となるよう、工夫が必要である。 

・SSW の活動や相談件数、どのような効果があったのか等を示すことで、教育委員会が取

り組んでいる活動の実態をより伝えていくべきではないか。 

 

重点項目｜施策 13 特別支援教育の充実 

質問・回答 

Q.合理的配慮という言葉や中身を児童・生徒はどの程度理解しているのか。 

A.保護者や学校、教員等が協力しながら、基礎的な環境整備を推進し、合理的配慮の実現

に取り組んでいます。今回頂いた意見を受け、合理的配慮に対する児童生徒の理解が深

まるよう、一層取組を推進していきます。 

 

Q.「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」は全ての小・中学校で作成されている

のか。 

A.支援学級に在籍する児童・生徒に対して、全小・中学校で作成しています。 

Q.障がい児介助員配置事業の目標値の算出根拠は何か 

A.文部科学省が出している支援学校に関するデータでは平均して児童・生徒 3名に対して、

1 名の教員が配置されており、それを参考に市の実情に合わせて、目標値を設定しました。 

 

Q.障がい児介助員は何名いるのか。 

A.昨年度は全 48 名の障がい児介助員を配置しました。 

 

Q.医療的ケアを要する児童・生徒数は何人いるのか。 

A.昨年度は 14 名児童・生徒がおり、1 人に対して 2 名の看護師資格を有する介助員を配置

しました。 
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Q.支援学級支援事業及び特別支援教育推進事業の実績値に関する具体的な中身はどうなっ

ているのか。 

A.支援学級支援事業の実績値については、支援学級在籍の児童・生徒に必要なものとして

予算を計上していましたが、採用されなかったものがあるため、このような数値となっ

ています。 

特別支援教育推進事業の実績値については、全幼稚園、小・中学校を対象に、訪問依頼

があれば 1 回と計測した際の延べ回数となっています。 

 

意見・助言等 

・障がい児介助員等は市費負担で運営しているのか、国費や府費の負担で運営しているの

かを記載した方がいいのではないか。 

・指標等の算出根拠が記載内容からは読み取りづらいので、読み手にとって分かりやすい

ものとなるよう補足説明する必要がある。 

 

重点項目｜施策 34 学校・園施設の整備 

意見・助言等 

・グラフや表等を有効活用することで、非常に分かりやすい記載となっているため、この

ようなページを更に増やしていって欲しい。 

 

重点項目｜施策 35 安心・安全の確保 

質問・回答 

Q.シルバー人材センターによる人員は不足していないのか。 

A.今現在、受付員等に配置している人材については、不足していません。 

 

 

重点項目｜施策 40 学校・園運営体制の確立 

質問・回答 

Q.スターターの仕事内容の中身について具体的にどのようなものか。 

A.学習面での個別指導や、子供たちの生活に寄り添った仲間づくり等の支援に携わってい

ます。 

 

Q.小学校スタートアップ事業の実績の根拠は何か。 

A.小学校全 36 校の内、5 クラス以上の学級を持っている 5 校にスターターの 2 名配置がで

きなかったため、実績値を 86％としました。 
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意見・助言等 

・スターター等の市民にとって伝わりづらい専門用語は、用語解説を行う必要がある。 

・スターターがどのようなことを行っているのか等、より具体的に記載する必要がある。 

・指標等の算出根拠が記載内容からは読み取りづらいので、読み手にとって分かりやすい

ものとなるよう補足説明する必要がある。 

 

重点項目｜施策 41 教育資料の提供と教職員研修の充実 

質問・回答 

Q.教職員研修において重点的に取り組まれていることは何か。 

A.初任者や経験年数の少ない教職員に対する研修に最も重点的に取り組んでいます。他に

もミドルリーダーの育成や少数職種である養護教諭や事務職員の専門的な研修等に重点

的に取り組んでいます。 

 

Q.校内研修についてどのような現状となっているのか。 

A.小学校が先行し、中学校が追いかけているという現状があり、教育センターとしては、

中学校に対して、校内研修の持ち方から指導しており、先行する小学校と追いかける中

学校を教育センターがつないでいるといった状況です。 

 

意見・助言等 

・市民にとって理解しづらい指標設定となっているため、事業内容が伝わりやすい指標と

なるよう、工夫する必要がある。 

・市独自の特徴的な研修内容等を記載することで、市民に情報を発信していく必要がある。 

・掲載している重点項目を構成する事業について、一層詳しく、具体的に記載する必要が

ある。 

 

◇地域教育部 

重点項目｜施策 15 生涯学習プログラムの推進 

質問・回答 

Q.図書館において新しく始めたサービスの利用者数や効果はどうだったのか。 

A. デイジー機器については昨年度 2 台購入し、11 月から貸出を行い、6 名の利用がありま

した。今現在も予約待ちが出ているという状況です。また、拡大された文字で書かれた

大活字本を貸出しています。貸出数は、一般書に含めていて全体として増加しています。 
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Q.利用者数が減少した事業について、その原因や背景はどのように考えているのか。 

A.生涯学習吹田市民大学事業の減少理由としては、本来地区公民館 3 館で実施すべきとこ

ろが、平成 28 年度は調整がつかず、2 館での実施となったため、減少したと考えていま

す。 

  旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用事業の減少理由としては、重要文化財

として保存することを優先するため、企画展等の開催数を減少させたことが原因と考え

ております。 
 

Q.図書館ホームページを活用した学校との連携とは具体的にどのようなものなのか。 

A.図書館のシステム更新に伴い、ホームページに新たに学校支援のページを作成し、そこ

から団体貸出やごりまる便の申し込みができるようなど、新たなシステムを活用した学

校との連携を進めています。 

  

意見・助言等 

・市立図書館と学校図書館との連携を強め、教育活動の支援を進めていっていただきたい。 

・図書館の活用者数増加を図るため、学校側へ積極的に働きかけていただきたい。 

・子供たちが吹田に愛着を持つよう、文化財を活用した新たな事業等の検討を行っていた

だきたい。 

・指標等の算出根拠が記載内容からは読み取りづらいので、読み手にとって分かりやすい

ものとなるように工夫する必要がある。 

 

重点項目｜施策 27 青少年の仲間づくり・居場所づくりの推進 

質問・回答 

Q.所管が異なる留守家庭児童育成室と太陽の広場をどのように一体型として進めていって

いるのか。 

A.運動場での自由遊びやスポーツプログラム、読み聞かせ等の太陽の広場での活動の際に、

留守家庭児童育成室と合同で実施するなど連携を進めています。また、連絡会議を開催

し、情報共有や意思統一を図っています。 

 

Q.ボランティアの不足といった問題があると思うが、ボランティアを集めるために何か工

夫していることはあるのか。 

A.見学会の開催や手紙による募集案内、幼稚園や PTA の総会の場で声掛けを行う等、ボラ

ンティアを増やすための取組を行っています。 
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意見・助言等 

・これまで以上に学校や地域との連携協力のもとで進めていくことが不可欠となってくる

ため、そのようなことを意識しながら、今後施策を展開していっていただきたい。 

 

重点項目｜施策 43 生涯学習施設の整備・充実 

質問・回答 

Q.災害時に備えた指導は行っているのか。 

A.災害訓練等の実施や避難所としての運営マニュアルを作成し、指導を行っています。 

 

意見・助言等 

・今後の建替えや改修の際には、今以上に利用者の声を吸い上げ、整備に取り組んで行っ

ていただきたい。 

 



参　考　資　料
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＜ア行＞ 
【一時預かり事業】 
幼稚園において、教育課程に係る教育時間終了後、幼稚園教諭免許または保育士資格のある職

員を配置し、希望する園児に保育を行う事業。 
子ども子育て支援新制度では、就学前の子供の一時預かり事業を、行政が行う地域支援事業と

位置づけています。 
 

【英語指導助手】 
児童・生徒の英語発音や国際理解教育の向上のために配置する英語を母国語とする外国人講師。

小・中学校において英語担当教員の助手として活動しており、本市では「AET（アシスタント イ
ングリッシュ ティーチャー）」と呼んでいます。 
 
【1号認定・2号認定】 
 子ども・子育て支援新制度において設定されている支給認定区分。幼稚園、保育園、認定こど
も園等を利用する場合、子供の年齢や教育の希望、保育の必要性に応じて支給認定を受ける必要
があります。満 3 歳以上の児童で幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）を利用する場合は 1 号認
定を、満 3 歳以上の児童で保育所、認定こども園（保育所部分）を利用する場合は 2 号認定が必
要となります。 
 
＜カ行＞ 
【基礎的環境整備】 
 合理的配慮の充実を図るため、必要な財源を確保し、インクルーシブ教育システムの構築に向
けた取組として、教育環境の整備を行うこと。 
 
【キャリアステージ】 
教職員として採用後間もない初任者にはじまり、10年経験者研修を経て、学校でリーダーとし

て活躍していく教職員一人ひとりの経験の過程や職務のこと。 
 
【教育課程特例校】 
学校又は地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し教育を実施

することができる学校。文部科学省が特別の教育課程編成・実施計画を審査し、指定を決定しま
す。 
 
【合理的配慮】 
障がいのある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を確保するために、必要な変更・

調整を行うことであり、状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの。 
 
【幸齢社会】 
高齢者が住み慣れた地域において、健康で幸せに齢を重ねていくことが出来る社会を指す造語。 

 
【国際理解教育】 
 世界の人々が国を越えて理解し合い、互いに人間として尊厳と信頼をもって協力することを理
念とした教育。 
 
【子ども・子育て支援新制度】 
すべての家庭が安心して子育てができ、子供たちが笑顔で成長していくために、平成 27年 4月

にスタートした新制度。この新制度が目指すのは、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援
を量と質の両面から拡充を進め、社会全体で子供の育ちや子育てを支えることです。 
 
【子ども・若者支援地域協議会】 
社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者に対する支援が効果的かつ円滑に実施さ

れるよう、関係機関等により構成される機関。子ども・若者育成支援推進法（平成 21 年法律第
71号）により、地方公共団体に対し、子ども・若者支援地域協議会を設置する努力義務が課され、
本市では平成 29年 3月に設置しました。 
 
【個別の教育支援計画】 
 個別の教育支援計画とは、障がいのある児童生徒等の一人ひとりのニーズを正確に把握し、教
育のみならず、医療、福祉、労働等の関係機関との密接な連携協力のもと、長期的な視点で乳幼
児期から学校卒業後までを通じ、一貫して的確な支援を行うことを目的として作成される計画の
こと。 
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【個別の指導計画】 
個別の指導計画とは、個別の教育支援計画をふまえ、学校における一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた指導目標、内容、方法などを具体的にまとめた計画のこと。 
 
＜サ行＞ 
【社会的ひきこもり】 
さまざまな要因の結果として社会的参加（就学、就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則

的には 6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態。 
 
【「社会的ひきこもり」吹田市ネットワーク会議】 
「社会的ひきこもり」に対する市内の支援機関が連携し、予防・支援方法の検討や研修を実施

し、全体のスキルアップを図りながら、市内のひきこもり者に対して総合的な支援を行う会議体。
青少年室（青少年活動サポートプラザ）が事務局となり、市の関係部局のほか、福祉、医療、労
働関係などの機関で構成されています。 
 この会議を母体として、平成 29年 3月、子ども・若者育成支援推進法に基づく、子ども・若者
支援地域協議会を設置しました。 
 
【シルバー人材センター】 
経験や技能を生きがいや健康増進に役立てたいと考えている定年退職したり、家業を離れたり

した 60歳以上の方を対象に、臨時的、短期的な仕事を提供する公益社団法人。 
 
【生涯学習推進計画】 
市民が「いつでも、どこでも、だれでも」自主的に生涯学習に取り組むために、生涯学習の都

市づくりをめざして施策の方向を明らかにした計画。平成 28年度からは新たに策定した第 3次吹
田市生涯学習（楽習）推進計画に基づき事業を推進しています。 
 
【生涯学習吹田市民大学】 
平成 20 年(2008 年)10 月に開設。すべての市民を対象に、学びを通じてさまざまな生涯学習活

動の契機となり、人生をより豊かにするための教養を深める学びの場。市民自らが企画・運営を
担えるような新しい形態の総合的な生涯学習の場をめざしています。また、時々の社会情勢や現
代的課題を学ぶ社会教育の場としても位置づけ、地区公民館において開催する「特別講座」と市
内の大学と連携して開催する「大学連携講座」を実施しています。 
 
【小中一貫教育カリキュラム】 
各中学校ブロックで「めざす子ども像」を共有し、特色ある小中一貫教育を進めるため、小学

校と中学校が教育の独自性と連続性を踏まえ編成した、9年間の教育課程のカリキュラム。 
 
【小中一貫教育実施プランⅡ】) 
小中一貫教育を推進するため平成 16 年度(2004 年度)に策定した「吹田市小中一貫教育実施プ

ラン」に続き、平成 26 年度(2014 年度)からの 5 年間に教育委員会と学校が取り組む項目を示し
た計画。4 つの重点項目として、①授業改善に向けた小中合同研修、②コミュニケーション力の
育成、③中学校での小学校 6 年生の教育活動の推進、④保護者、地域への積極的な発信を掲げて
います。 
 
【すいたえいご kids】 
小学校 3・4年生を対象に、英語だけに触れる世界を楽しみながら、児童が英語を使ってコミュ

ニケーションを図ろうとする意欲の向上を目標とした体験活動。 
 

【すいたえいご week】 
 市立小学生 6 年生の全児童を対象に、市内にある英語体験学習施設で、英語体験学習を行う。
児童に小学校外国語活動の中で学んだことが活用できたと実感を持たせ、またこの体験活動を通
じて、児童自身が学習到達目標を達成できたかどうか自己評価できます。 
 
【スクールソーシャルワーカー】 
いじめや不登校、暴力行為、児童虐待など、さまざまな課題に対応するため、教育分野に関す

る知識に加え、社会福祉等の専門的知識・技術を用いて子供たちが置かれた様々な環境に働きか
け支援を行う者。本市では、現在、各中学校ブロックに 1 人を配置し、子ども家庭センターや保
健センターなど関係機関と連携しながら課題の早期解決に努めています。略称はＳＳＷ。 
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【スクールソーシャルワーカーサポーター】 
いじめ、不登校、虐待等の個別課題を有する市立小中学校の児童生徒・保護者および学校への

環境整備等の支援を行うＳＳＷの元、より細やかな視点で子供たちを見守り、福祉的支援を行う
者。 
 
【スターター】 
「小学校スタートアップ事業」において、新一年生に対して授業中での個別の学習支援や学校生
活における仲間づくり等の支援を行う支援者の呼称。 
 
【千里みらい夢学園】 
竹見台中学校・桃山台小学校・千里たけみ小学校 3 校の既存の施設をそのまま使用する、施設

分離型の本市初の小中一貫教育校。平成 23年(2011年)4月開園。                   
 
【全国学力・学習状況調査】 
平成 19 年度(2007 年度)から始まった、全国的な学力・学習状況の調査。対象は、小学校 6 年

生、中学校 3 年生。義務教育の機会均等と水準の維持向上の観点から、全国的な児童・生徒の学
力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ることを目的とし
て実施されています。 
 
【総合的人間力】 
確かな学力、豊かな心、たくましい体の 3点のバランスの取れた人間のこと。 

 
＜タ行＞ 
【太陽の広場】 
こどもプラザ事業の取組のひとつ。文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」として、異学

年の児童が一緒になって遊び、子供の自主性、創造性などを育むため、小学校の施設や地域にお
ける学習資源などを活用して、子供たちが安心して安全に過ごせる居場所を提供しています。 
 
【地域教育協議会】 
学校・家庭・地域間の連絡調整をはじめ、地域教育活動の活性化と学校教育活動への支援・協

力を目的に、中学校区ごとに組織化された、子供のための協議会。幼稚園・保育園、小・中学校、
ＰＴＡ、青少年育成団体、自治会、公民館、地域の有志などで構成されており、講演会や継続的
な体験活動、子供たちの教育に関わる大人のネットワークづくりなどを行っています。 
 
【中学校ブロック】 
同一中学校区内に所在する公立の幼稚園、小学校、中学校で構成する教育的な活動の単位。地

区によっては、公立保育所も連携して取組を実施しています。 
 

【読書活動支援者】 
小・中学校で、読み聞かせ活動やブックトークなどの直接の授業支援や、調べ学習の資料収集

などの授業準備への支援、さらに図書の整理、修理、廃棄や掲示物の作成などの学校図書館の環
境整備などに従事する本市独自の支援者。 
 

＜ナ行＞ 
【認定こども園】 
就学前の教育・保育を一体と捉え、一貫して提供する新たな枠組。幼稚園、保育所等のうち、

①就学前の子供に幼児教育・保育を提供する機能、②地域における子育て支援を行う機能を備え、
認定基準を満たす施設は、都道府県知事から認定を受けることができます。平成 18年(2006年)10
月の制度開始時、認定こども園の類型は幼稚園が長時間保育も行う「幼稚園型」、保育所が教育目
標が達成されるよう保育を行う「保育所型」、幼稚園、保育所いずれの認可も持たない認可外保育
施設が教育目標が達成されるよう保育を行う「地方裁量型」の 3つでしたが、平成 24年(2012年)8
月に、学校及び児童福祉施設の 2 つの法的位置づけを持ち、幼稚園と保育所の認可を持つ「幼保
連携型」が創設されました。 
 
＜ハ行＞ 
【放課後子ども総合プラン】 
 厚生労働省と文部科学省が共同して策定した、共働き家庭等の「小 1 の壁」を打破するととも
に、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な
体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教
室の計画的な整備等を進めることを目的とした計画。 
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＜マ行＞ 

【学びのスタイル】 

「めあての提示→個人学習→ペア・グループ学習→全体学習→まとめ→振り返り」という構成で
展開される、千里みらい夢学園が提唱する小中学校が共通して行う授業の進め方。 

 

【めざす子ども像】 
小中連携の柱として、すべての中学校ブロックにおいて実態に応じて設定・共有する、「子供に

身につけさせたい力」などの目標。 
 

＜ヤ行＞ 

【ユニバーサルミュージアム】 

展示・解説の仕方、施設・設備、サービスのあり方に、出来るだけ文化・言語・国籍の違い、
老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる設計を取り入れた、
だれもが安心して楽しめる博物館等の施設。 

 

＜ラ行＞ 
【リーディングスクール】 
学校教育において先駆的な取組を実施するとともに、その成果を発信することで、他校のモデ

ルとなる学校のこと。 
 

＜ワ行＞ 
【YA サービス】 
 YA は「ヤングアダルト」の略。市立図書館では 12～18 歳までの利用者を対象とした YA コー
ナー（山田分室を除く）を作り、図書館の活用を図っています。 
 



吹田市教育大綱 

 

平成２７年４月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第

１条の３に基づき、吹田市及び吹田市教育委員会が互いに連携して教育行政を推

進するために、以下の教育に関する理念と基本目標を「吹田市教育大綱」として

策定します。 

 

１ 理念 

今 吹田から 未来
あ す

の力を 

～生命
いのち

かがやき ともにつながり 未来
あ す

を拓
ひら

く吹田の教育～ 

 すべての人々が生命をかがやかせて、人や社会とつながりながら、今を確かに生

き抜き、近い将来を含めて、未来を拓く吹田の教育を進めます。 

 

２ 基本目標 

本市の教育を推進するために、以下の３つの基本目標を定めます。 

 

                  ～学びを高め、健やかな心と体を育む教育～ 

小中一貫教育を基本として、子どもたちの確かな学力、豊かな心と健やかな体（総

合的人間力）を育むとともに、すべての人々が生涯にわたって学び、楽しみ、個性

や能力を発揮しながら自己実現を図る社会をめざします。 

 

                     ～支え合い、地域とともに歩む教育～ 

 家庭、学校、地域、関係機関など多様な主体が、互いに連携・協力して、教育課

題を共有しながらその解決を図り、地域に根ざした質の高い教育の創造をめざして

社会全体で教育力の向上に取り組みます。 

 

                     ～豊かな学びを支援する教育環境～ 

 安心と安全のもと豊かな空間で学び、生活できるように学校施設・社会教育施

設・スポーツ施設の整備を図るとともに、信頼と責任のある教育環境を創造します。 

 

 

平成 27年（2015年）11月 

基本目標１ 総合的人間力の形成 

基本目標２ 社会全体の教育力の向上 

基本目標３ 豊かな教育環境の創造 

00008751
タイプライターテキスト

00008751
タイプライターテキスト

00008751
タイプライターテキスト

00008751
タイプライターテキスト
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〔教育費の内訳〕

教育総務費
9.76％

小学校費
28.87％

中学校費
14.59％

幼稚園費
10.41％

社会教育費
19.81％

保健体育費
16.56％

105,134 104,676 
112,824 

122,488 126,173 

14,292 12,432 13,964 14,717 14,868 

13.6  

11.9  
12.4  12.0  11.8  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

(％) (百万円) 

一般会計予算と教育予算の推移 
一般会計予算 

教育費 

比率 

教育費 11.8% 

総務費 10.3% 

土木費 14.9% 

衛生費 8.3% 
公債費 4.3% 

消防費 3.0% 議会費 0.6% 

商工費 0.4% 

労働費 0.2% 

農業費 0.1% 

諸支出金 0.0% 

予備費 0.0% 

民生費 46.1% 

平成28年度(2016年度)一般会計予算の内訳 
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吹一※ 山一 南吹田 東山田 山五

吹二 山二 南千里 片山

吹三 山三 南山田 江坂大池

吹六 岸一 山手 東佐井寺

千一 岸二 吹田東 北山田

千二 豊一 北千里 佐井寺

千三 豊二 西山田 千里新田

※平成28年度より佐竹台幼稚園は認定こども園として
　 開園しました。

博物館

旧西尾家住宅
（吹田文化創造交流館）

放 課 後 子 ど も 育 成 課

千里図書館

千里図書館北千里分室

さんくす図書館

江坂図書館

千里山・佐井寺図書館

子育て青少年拠点夢つながり未来館

山田駅前図書館

千里丘図書館

教育委員会事務局組織図

教 育 委 員 会

事 務 局

学 校 教 育 部 地 域 教 育 部

ま な び の 支 援 課

保 健 給 食 室

地区公民館(29)

教 育 総 務 室

指 導 室

※分館として、「さんくす分館」

幼稚園(16)

吹田第一 千里新田 江坂大池 東山田

中 央 図 書 館

江坂大池 南山田

吹田第三 東佐井寺 片山 南山田

吹田南 岸部第一 山田第一 ※佐竹台

山手 西山田 青山台

千里第二 豊津第一 山田第三 古江台

小学校(36)

吹田第一 千里第三
山田駅前図書館山田分室

文 化 財 保 護 課

吹田第三 佐井寺 片山 北山田 桃山台

藤白台

吹田第二 千里新田

吹田東 東佐井寺 山田第一 千里丘北 千里たけみ

吹田南 岸部第一 山田第二 佐竹台

山田第三 高野台

千里第一 豊津第一 山田第五 津雲台

旧中西家住宅
（吹田吉志部文人墨客迎賓館）

千里第二 豊津第二 東山田 古江台
青 少 年 室

自然体験交流センター

吹田第六 岸部第二

青少年クリエイティブセンター
中学校(18)

少 年 自 然 の 家

第一 第六 豊津 山田東 竹見台

第二 片山 豊津西 千里丘 古江台

第三 佐井寺 山田 高野台

第五 南千里 西山田 青山台
子育て青少年拠点夢つながり未来館

学 務 課

教 育 政 策 室

教 職 員 課

教 育 セ ン タ ー
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議案第５７号 

 

 

吹田市いじめに係る重大事態調査委員会への諮問について 

 

 

 本市の小学校において平成２９年３月に認知したいじめ事案について、吹田市 

いじめに係る重大事態調査委員会へ別紙のとおり諮問します。 

  

 

 

    平成２９年９月２８日提出 

 

 

                    吹田市教育委員会 

                       委員長 谷口 学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

１ 諮問内容 

 

（１）いじめの事案について 

 

本市の小学校において平成２９年３月に認知したいじめの事案について、更な

る専門的な調査研究を行った上、その調査結果を答申すること。 

 

 

（２）学校対応について 

 

本市の小学校において平成２９年３月に認知したいじめの事案において、事案

が生起してから認知に至るまで、また、認知してからの学校対応について、更な

る専門的な調査研究を行った上、その調査結果を答申すること。 

 

 

（３）教育委員会の対応について 

   

  本市の小学校において平成２９年３月に認知したいじめの事案において、学校

からの報告を受けてからの教育委員会の対応について、更なる専門的な調査研究

を行った上、その調査結果を答申すること。 

 

 

（４）今後の対応と再発防止について 

 

本市の小学校において平成２９年３月に認知したいじめの事案において、今後

の対応と再発防止について、検討の上、意見を答申すること。 

 

 



 

 

 

 

 

９ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 

 

教 育 長 報 告 事 項 

 

 

 

 

◎  吹田市におけるいじめの現状と対応について 

 



いじめに関する状況報告について（平成２９年度１学期末） 

１ 全国、大阪府のいじめの認知件数の推移              

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

全国 

（国公立・

私立） 

小

学

校 

117,384 

(90.8％)

１７．４ 

118,748 

(90.0％) 

１７．８ 

122,721 

(89.9%) 

２０．０ 

151,190 

(90.3%) 

２３．１ 

― 

中

学

校 

63,634 

(86.6％) 

１７．８ 

55,248 

(84.4％) 

１５．６ 

51,200 

(86.2%) 

１６．４ 

59,422 

(85.8%) 

１７．１ 

― 

大阪府 

（公立） 

小

学

校 

2,720 

(89.6％) 

５．９ 

2,601 

(83.8％) 

５．７ 

2,800 

(82.6%) 

６．３ 

7,376 

(91.7%) 

１６．７ 

― 

中

学

校 

1,949 

(86.2％) 

８．５ 

1,941 

(82.4%) 

８．５ 

1,789 

(82.1%) 

８．０ 

2,340 

(89.0%) 

１０．６ 

― 

吹田市 

（公立） 

小

学

校 

143 

(98.6％) 

７．０ 

141 

(98.6％) 

６．９ 

118 

(94.1％) 

５．８ 

127 

(93.7%) 

６．６ 

161 

(95.0%) 

７．９ 

中

学

校 

121 

(95.2％) 

１２．９ 

115 

(100％) 

１２．０ 

77 

(98.7％) 

８．１ 

69 

(98.6%) 

７．４ 

100 

(100%) 

１０．９ 

  ※ 表の上段は認知件数（件）、中段は解消率（％）、下段は千人率（件） 

２ 吹田市のいじめの件数及び解消率 学期別の推移について 

【平成２８年度】              ※ 表のカッコ内は解消率 （件） 

 １学期末 ２学期末 ３学期末 

 
１学

期分 
解消累計 

２学

期分 
累計 

２学期

に解消 
解消累計 

３学

期分 
累計 

３学期

に解消 
解消累計 

小学

校 
５４ 

４５ 

(83.3％) 
６８ １２２ ６５ 

１１０ 

(90.2％) 
３９ １６１ ４３ 

１５３ 

(95.0％) 

中学

校 
４６ 

４４ 

(95.7％) 
３６ ８２ ３２ 

７６ 

(92.7％) 
１８ １００ ２４ 

１００ 

(100％) 

【平成２９年度】 いじめ解消は、３か月を目安とする見守り期間が必要となった。 （件） 

 １学期末 ２学期末 ３学期末 

 
１学

期分 
解消累計 

２学

期分 
累計 

２学期

に解消 
解消累計 

３学

期分 
累計 

３学期

に解消 
解消累計 

小学

校 
６１ 

１１ 

(18.0％) 
        

中学

校 
６２ 

７ 

(11.3％) 
        

※ 表のカッコ内は解消率 

 

 



３ いじめの態様について（累計） 

【平成２９年度】                              （件） 

 態     様 

小 学 校 中 学 校 

１学期末 ２学期末 ３学期末 １学期末 ２学期末 ３学期末 

冷やかしやからかい、悪口や脅

し文句、嫌なことを言われる。 
３９   ３３   

仲間はずれ、集団による無視を

される。 
８   ７   

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをし

てたたかれたり、蹴られたりする。 
４   ７   

ひどくぶたれたり、たたかれた

り、蹴られたりする。 
５   １   

金品をたかられる。 １   ２   

金品を隠されたり、盗まれたり、

壊されたり、捨てられたりする。 
６   ５   

嫌なことや恥ずかしいこと、危険な

ことをされたり、させられたりする。 
８   １   

パソコンや携帯電話で、誹謗中

傷や嫌なことをされる。 
０   １０   

                  （複数回答） 

４ 教育センターにおけるいじめ相談回数（累計） 

                                 平成２８年度 平成２９年度 

１学期末 ２学期末 ３学期末 １学期末 ２学期末 ３学期末 

   
延べ

回数 

相談者種別 

（実人数） 

延べ

回数 

相談者種別 

（実人数） 
  

来所相談 ６ １７ ３８ 

本人 1 

２４ 

本人 1   

保護者 1 保護者 2   

教員 
1 

教員（その

他含む） 
2   

電話相談 ８ ２８ ３７ 

本人 4 

９ 

本人 0   

保護者 33 保護者 9   

教員 0 教員 0   

出張教育相

談 

（小学校） 

７ ２２ ６４ 

本人 9 

１７ 

本人 1   

保護者 3 保護者 2   

教員 12 教員 5   

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

（中学校） 
１２ ４９ ９８ 

本人 2 

５ 

本人 0   

保護者 5 保護者 0   

教員 21 教員 3   

※ 相談は、主訴が「いじめ」であったもの。 

※ 相談者種別の実人数について、平成 28 年度は 3 学期末の累計、 

平成 29 年度は、１学期末の累計。 
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