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年度）教育委員会の重点項目一覧

近年の社会情勢の変化に伴って、教育を取り巻く環境はいっそう複雑・多様になっています。
こうした中で、本市では「今

吹田から 未来(あす)の力を」の教育理念のもと、今ある教育課

・小中一貫教育の推進
・小中一貫教育の推進
・小中一貫教育の推進

・健康づくり事業の推進と高齢者・障がい者スポーツの振興
・健康づくり事業の推進と高齢者・障がい者スポーツの振興
・健康づくり事業の推進と高齢者・障がい者スポーツの振興

・確かな学力の育成
・確かな学力の育成
・確かな学力の育成

・情報の提供
・情報の提供
・情報の提供

・学校図書館の充実
・学校図書館の充実
・学校図書館の充実

・人権教育施策の推進について
・人権教育施策の推進について
・人権教育施策の推進について

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３つの基本目標として示して

・小学校スタートアップ事業
・小学校スタートアップ事業
・小学校スタートアップ事業

・幼稚園の情報公開・情報発信
・幼稚園の情報公開・情報発信
・幼稚園の情報公開・情報発信

います。これらを踏まえ平成２５年度（2013 年度）においては、総合的人間力形成の一環と

・中学校における３５人学級の導入
・中学校における３５人学級の導入
・中学校における３５人学級の導入

青少年の健全育成の推進と教育コミュニティづくり
青少年の健全育成の推進と教育コミュニティづくり
青少年の健全育成の推進と教育コミュニティづくり
・
・
・

・道徳教育の充実
・道徳教育の充実
・道徳教育の充実

・青少年活動サポートプラザ事業運営
・青少年活動サポートプラザ事業運営
・青少年活動サポートプラザ事業運営

・学校給食における食育の推進
・学校給食における食育の推進
・学校給食における食育の推進

・青少年関係施設の事業の充実と施設整備
・青少年関係施設の事業の充実と施設整備
・青少年関係施設の事業の充実と施設整備

に招き、講演や実技指導を通して子どもたちに、夢や目標を持つこと、努力することの大切さに

・環境教育の推進
・環境教育の推進
・環境教育の推進

・各スポーツ団体の育成
・各スポーツ団体の育成
・各スポーツ団体の育成

ついて伝える「夢と希望を広げる出会い事業」を実施しました。さらに、豊かな教育環境の創造

・国際理解を深めるための教育の推進
・国際理解を深めるための教育の推進
・国際理解を深めるための教育の推進

・指導者の養成・確保
・指導者の養成・確保
・指導者の養成・確保

・生徒指導の充実
・生徒指導の充実
・生徒指導の充実

・
・
（仮称）千里丘北小学校の建設について
・
（仮称）千里丘北小学校の建設について
（仮称）千里丘北小学校の建設について

・教育相談の充実
・教育相談の充実
・教育相談の充実

・学校・園施設の整備
・学校・園施設の整備
・学校・園施設の整備

価報告書」では、平成２５年度に実施された教育委員会の主な事務事業について、自ら点検・評

・特別支援教育の充実
・特別支援教育の充実
・特別支援教育の充実

・学校園安全対策事業
・学校園安全対策事業
・学校園安全対策事業

価を行った結果を公表していますが、この「すいたの教育」は、その中でも特に平成２５年度

・人とかかわる力を育む保育の充実
・人とかかわる力を育む保育の充実
・人とかかわる力を育む保育の充実

・子どもの安全対策について
・子どもの安全対策について
・子どもの安全対策について

・小学校との円滑な接続を重視した保育内容の充実
・小学校との円滑な接続を重視した保育内容の充実
・小学校との円滑な接続を重視した保育内容の充実

・情報教育環境の整備
・情報教育環境の整備
・情報教育環境の整備

・子育て支援の推進
・子育て支援の推進
・子育て支援の推進

・就学・就園の奨励・援助
・就学・就園の奨励・援助
・就学・就園の奨励・援助

・生涯学習の推進
・生涯学習の推進
・生涯学習の推進

・過大校等の教育環境整備
・過大校等の教育環境整備
・過大校等の教育環境整備

・公民館事業の充実
・公民館事業の充実
・公民館事業の充実

・円滑な学校運営の推進
・円滑な学校運営の推進
・円滑な学校運営の推進

・図書館業務の充実と施設整備
・図書館業務の充実と施設整備
・図書館業務の充実と施設整備

・教育資料の整備と教職員研修の充実
・教育資料の整備と教職員研修の充実
・教育資料の整備と教職員研修の充実

・文化財保護の推進と博物館事業の活性化
・文化財保護の推進と博物館事業の活性化
・文化財保護の推進と博物館事業の活性化

・スポーツ施設の整備
・スポーツ施設の整備
・スポーツ施設の整備

・地域スポーツの振興
・地域スポーツの振興
・地域スポーツの振興

・学校体育施設等の利用・活用
・学校体育施設等の利用・活用
・学校体育施設等の利用・活用

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。
本市の教育の基本方向を定めた「わが都市(まち)すいたの教育ビジョン」では、「総合的人間

して、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を目指し、英語コミュニケーショ
ン体験事業「すいたえいご kids2013」を実施しました。
また、社会全体の教育力の向上につながる取組として、様々な分野で活躍している方々を学校

に向けた取組として、より安心・安全な学校・園施設を目指し、山田第一小学校及び山田第一幼
稚園において校・園舎の建替に引き続き、既存校舎の解体や運動場の整備を行いました。
「平成 2５年度（2013 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

（2013 年度）の特徴的な取組の成果と課題をわかりやすくまとめた概要版として、作成した
ものです。

あす
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吹田から

ともにつながり
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未来を拓く吹田の教育

～

基本目標１
学びを高め健やかな心と体を育む 教育

・スポーツイベント・プログラムの提供
・スポーツイベント・プログラムの提供
・スポーツイベント・プログラムの提供

総合的人間力の育成
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1

2

平成 25 年度（2013 年度）の教育委員会の主な取組の成果と課題

夢と希望を広げる出会い事業
［成果］

国際理解を深めるための教育の推進

・バレーボール女子のロサンゼルスオリンピック日本代表銅メダリストで、本市の教育委員でも

［成果］

ある大谷佐知子さんによるバレーボールの実技指導や、関西大学システム理工学部教授で、本

・小学校から中学校への一貫した英語教育を推進し、

市の教育委員でもある鈴木直さんによる宇宙やロケットについての講話等を通じて、子どもた
ちが夢や目標をもって生きていくことの大切さについて考える機会を提供しました。

「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」に向けて取り組んでいます。
・
「すいたえいご kids2013」に参加した小学校３・

英語を話せるようになりたい

４年生が英語指導助手（AET）との活動により、 少し思う, 5%

思わない, 2%

・より多く様々な分野で活躍する方々と触れ合う場を設定することにより、子どもたちが将来に
向けて夢や希望を持ち、自らの生き方を考える機会を提供していきます。今後、広く情報を収

英語でのコミュニケーションへの興味、関心を高め
ることができました。

［課題］

（すいたえいご kids2013 のオープニングセレモニー）

集し、趣旨に賛同していただける講師を募っていくことが課題です。

そう思う,
26%

［課題］

とてもそう
思う, 67%
・小学校 1 年生からの英語活動を段階的に拡げ、中学校英語にもスムーズにつながるようカリ

キュラムや学習プログラム等の充実を図ります。

外国の友達と英語で話してみたい

英語を話せるようになりたい
少し思う, 5%

思わない, 2%

少し話し
てみたい,
14%

そう思う,
26%
とてもそう
思う, 67%

話して
みたい,
38%

話してみたいと
は思わない, 4%

とても話
してみた
い, 44%

（鈴木直さんによる宇宙やロケットについての授業）
（大谷佐知子さんによるバレーボールの
実技指導）

（参加児童によるアンケート結果より）

外国の友達と英語で話してみたい
少し話し
てみたい,
［成果］ 14%

話してみたいと

小学校との円滑な接続を重視した幼児教育の充実
は思わない, 4%

公民館の整備の充実
［成果］

・幼児期の生活や遊びと、小学校以降の学びの連続性を共通理解しました。
とても話
・就学に向けて身につけておきたい力を育む取組を行いました。
してみた
い, 44%
話して
・幼児期から児童期を見通したつながりのある教育活動の展開に努めました。
みたい,
38%
［課題］

・吹二地区公民館の建替移転が完了しました。また、
千一地区公民館の建設工事を開始し、東山田地区
公民館の大規模改修工事を実施するなど、地域住
民の意見等も取り入れながら施設の整備に取り組
みました。

・継続的、計画的に小学校との交流の年間計画
を作成し事前打ち合わせを行います。

［課題］

・幼児期の教育と小学校教育の接続を意識した
カリキュラムの編成を行います。

・今後の公民館のあり方として、バリアフリー対策
にも考慮したよりよい施設づくりを推進します。

（建替移転後の吹二地区公民館）

また、屋上防水などの不具合が出ている実情も踏まえ、年次的に改修工事を進めます。
（岸部第一小学校と岸部第一幼稚園の給食交流）

3

4

学校・園施設の整備

教育委員会の活動状況

［成果］
・山田第一小学校校舎及び山田第一幼稚園園舎の建替

小・中学校、幼稚園耐震化率
（屋内運動場・校園舎）

（％）

教育委員について

100.0

とグラウンド整備等を行い、安心安全で豊かな学校

教育委員は常勤の教育長と各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。

91.1
79.6

教育環境を整備しています。

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

80.0

70.1

・市立小・中学校校舎及び幼稚園園舎の耐震補強工事
を計画的に実施し、学校・園施設の安心安全を確保

60.0

50.0

しています。
（屋内運動場の耐震化は既に完了してお
り、校園舎については平成 27 年度完了予定です。
）

って選ばれ、その任期は１年です。また、再任されることができます。

57.5

平成２５年度の構成

40.0

職

［課題］

名

氏

名

任

期

委員長

小谷

泰

平成２２年 ３月３０日～平成２６年 ３月２９日

委員長職務代理者

大谷

佐知子

平成２３年 ８月１２日～平成２７年 ８月１１日

委員

宮下

幾久子

平成２０年１２月２５日～平成２８年１２月２４日

委員

鈴木

直

平成２１年 ３月２９日～平成２９年 ３月２８日

委員

河内

幸枝

平成２４年１２月２５日～平成２８年１２月２４日

教育長（※）

西川

俊孝

平成２３年１２月２７日～平成２５年１２月２３日

教育長（※）

梶谷

尚義

平成２５年１２月２４日～平成２９年１２月２３日

20.0

・老朽化が進行する学校・園施設の整備を図ります。

0.0
H22
(2010)

H23
(2011)

H24
(2012)

H25
H26
(2013) (2014)予定

（年度）

（※）平成２５年１２月２４日委員交代。
（山田第一小学校の新校舎（奥）と

教育委員の主な活動状況

山田第一幼稚園の新園舎（手前）
）

○会議開催数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２回
○議案件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３件
○協議会開催数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３回

就学の奨励・援助

○市長との懇談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２回

［成果］

○視察・その他

・経済的に援助の必要な本市立小・中学校に在籍する児

（人）

童生徒の保護者に対して、就学援助費を支給し、教育

1,700

高等学校等学習支援金の支給者数
1,743

の機会均等と就学の保障を図っています。
・本市に居住し、高校等に修学する経済的に援助の必要

1,500
1,321

な生徒に対して、高等学校等学習支援金を支給し、修
1,300

学の支援を行っています。

1,252
1,100

［課題］
・就学・修学の支援に関する各制度の周知の徹底を図り

892

900

860

ます。
700

平成 24 年度より選定基準を、生活保護基

H21
(2009)

H22
(2010)

H23
(2011)

H24
(2012)

H25
(2013)

準の 1.2 倍以下の所得から、市民税所得割
非課税措置に準ずる所得に変更したこと

※平成 21 年度までは高校奨学金の支給
者数を、平成 22 年度からは高等学校等

により支給者数が減少しています。

（市長との懇談）

（教育研究大会）

学習支援金の支給者数を表しています。
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