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≪はじめに≫ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、平成

２０年４月から教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管

理・執行状況についての点検・評価を行い、その結果に関する報

告書をまとめ、議会に提出するとともに公表することが定められ

ました。 

藤井寺市教育委員会ではこのような法の趣旨に則り、効率的な

教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすた

めに、平成２５年度における教育委員会事務局所管の施策につい

て報告書を取りまとめ、教育に関する学識経験者の意見を付して

報告するものです。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

第二十七条 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（同条第三項の規定

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っては、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。 
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１． 点検・評価の方法

（１） 対象施策の考え方 

平成２５年度に教育委員会において執行された事務事業を施策ごとに集約し、各施策に

ついての点検・評価を行った。 

施策については、第四次藤井寺市総合計画における節、主要施策を基に分類し、３７施

策とした。 

（２） 平成２５年度施策一覧表 

第 四 次 藤 井 寺 市 総 合 計 画 

施  策  名 所 管 課 

節  名  称 主  要  施  策 

（１）より安全な学

校園づくり 

1） 耐震性の強化 1 耐震化事業の推進 教育総務課 

2） 施設の充実 

2 学校施設・設備の整備 教育総務課 

3 学校統合の検討 学校教育課 

3） 学校・通学路等における子ど

もの安全確保 
4 児童の安全見守り活動の推進 

学校教育課・ 

生涯学習課

（２） 豊かな心と

「確かな学力」の育

成 

1） 学力向上に向けた取り組みの

推進 

5 食育教育の充実 
学校教育課・ 

教育総務課 

6 学びの機会の充実 
学校教育課・ 

教育総務課 

7 確かな学力の育成 学校教育課 

8 心の教育の充実 学校教育課 

9 幼児教育の充実 学校教育課 

2）不登校児童・生徒への対応 10 不登校児童・生徒の支援 学校教育課 

3） 情報教育の充実 11 教育の情報化 学校教育課 

4） 国際理解教育の充実 12 国際化への対応 学校教育課 

5) 「藤井寺」を誇りに思う教育

の推進 
13 世界遺産学習の推進 

学校教育課・ 

文化財保護課 

（３） 行政活動への

市民参加の拡大 

1） 市民活動への支援の充実 

14 成人教育団体の育成 生涯学習課 

15 図書館ボランティアの育成 市立図書館 

16 地域青少年教育の推進 生涯学習課 

2） 市民主体による行政活動の仕

組みの整備 
17 地域教育推進連絡会の活動 学校教育課 
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（４） スポーツを通

じたコミュニティの

活性化 

1） 時代ニーズに対応したスポー

ツ施設の整備 
18 施設の適切な維持補修 スポーツ振興課

2） 総合型地域スポーツクラブの

育成 

19 スポーツ推進委員の活性化 スポーツ振興課

20 小・中学校体育施設の開放 スポーツ振興課

21 各種スポーツ事業の展開 スポーツ振興課

22 スポーツを通じた交流事業 スポーツ振興課

3） ニュースポーツの普及 23 ニュースポーツの普及・振興 スポーツ振興課

（５） 生活課題に対

応した生涯学習環境

の充実 

1） 社会教育関係団体の指導・育

成 
24 青少年指導員会の活性化 生涯学習課 

2） 自主学習グループへの支援 25 生涯学習センター機能の充実 生涯学習課 

3） ライフステージに対応した生

涯学習事業の充実 

26 地域における成人教育の充実 生涯学習課 

27 公民館事業の活性化 生涯学習課 

28 大阪女子短期大学との連携強化 

学校教育課・文化財

保護課・生涯学習

課・スポーツ振興

課・市立図書館

4） 市立図書館を中心とした読書

環境の整備・充実 

29 図書館資料の整備充実 市立図書館 

30 利用者サービスの向上 市立図書館 

31 サービス網の強化 市立図書館 

32 読書推進事業の展開 市立図書館 

（６） 青少年の健全

育成 

1） 指導体制の充実とネットワー

クの構築 
33 青少年健全育成環境の整備 生涯学習課 

2） 放課後児童の健全育成 34 放課後児童対策の充実 生涯学習課 

（７） 歴史が感じら

れるまちづくり

1） 文化財情報の整備と発信 35 文化財の普及啓発 文化財保護課 

2） 文化財保護の充実 36 埋蔵文化財の調査・保全の推進 文化財保護課 

3） 史跡等の環境整備 37 文化財用地・施設の適正管理 文化財保護課 
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（３） 実施方法 

点検・評価の実施にあたっては、施策ごとの点検・評価シートにより平成２５年度実績

を記載し、その実績に対する自己点検・自己評価を行った。 

また昨年度から、施策の達成状況を把握する目的で、施策ごとに成果指標を設け、目標

値を定めることにより目指すべき成果を明確にしている。目標年度としては第四次藤井寺

市総合計画の最終年度にあたる平成２７年度に設定している。 

（４） 学識経験者の知見の活用 

施策ごとの自己点検・評価に加え、評価の客観性を確保する観点から、第四次藤井寺市

総合計画の各節、および総括で教育に関し学識経験を有する方のご意見をいただいた。 

 （学識経験者） 

役  職  名 氏   名 

関西外国語大学教授 岡 澤  潤 次 
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２． 教育委員会の活動状況      

（１） 教育委員名簿 

職   名 氏    名 

委 員 長 藤本  英生 

委員長職務代理者 杉本  優子 

委 員 粂野  聡史 

委 員 福村  尚子 

教 育 長 多 田  実 

（２） 教育委員会会議の開催状況 

区  分 日  時 付  議  案  件 

４月定例会 ４月２４日 藤井寺市民運動広場条例施行規則の一部改正について 

５月定例会 ５月２８日 教育委員長の選任について他１件 

６月定例会 ６月２７日 平成 26 年度使用教科書の採択について 

７月定例会 ７月１７日 古市古墳群保存管理計画策定委員会設置規則の制定について 

９月臨時会 ９月２２日 教育長の選任について 

９月定例会 ９月２６日 藤井寺市教育委員会評価委員の選任について他３件 

１０月定例会 １０月２９日 第３３回藤井寺市民総合体育大会の結果について（報告）他３件 

１１月定例会 １１月２５日 藤井寺市教育委員会の点検・評価に関する報告書の承認について他１件、 

１２月定例会 １２月２５日 藤井寺市小中学校の統合に関する件について 

１月臨時会 １月９日 藤井寺市立小中学校の統合に関する件について（継続審議） 

１月臨時会 １月２０日 藤井寺市立小中学校の統合に関する件について（継続審議） 

１月定例会 １月２９日 
「第二次藤井寺市子ども読書活動推進計画案」に対するパブリックコメント募集結果

及び同計画の公表について 

２月臨時会 ２月７日 教育委員の辞職の同意について 

２月臨時会 ２月１８日 管理職人事について（協議） 

２月定例会 ２月１８日 平成 25 年度市町村教育委員会に対する指導・助言について（報告）他３件 

３月定例会 ３月２８日 市立学校条例施行規則の一部を改正する規則について他１２件 
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（教育委員会会議以外での活動状況）   

日  時 内            容 場  所 

４月４日 市町村教育委員会委員長・教育長会議 ホテルアウィーナ大阪 

４月４日 市立小・中学校入学式 市立各小中学校 

４月５日 市立幼稚園入園式 市立各幼稚園 

４月１８日 大阪府都市教育長協議会定期総会 ホテルアウィーナ大阪 

４月２２日 第１回南河内地区市町村教育長連絡協議会・第１回南河内地区人事協議会 藤井寺市役所 

４月２５・２６日 近畿都市教育長協議会定期総会 ホテルボストンプラザ草津 

５月１２日 Ｆｕｊｉりんぴっく 2013 開催 市立スポーツセンター 

５月１４日 平成２４年度大阪府都市教育委員会連絡協議会第３回役員会 ホテルアウィーナ大阪 

５月２１日 大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会 ホテルアウィーナ大阪 

５月３０・３１日 全国都市教育長協議会定期総会 旭川市民文化会館 

６月２日 市立小学校運動会 市立各小学校 

６月１８日 平成２５年度南河内地区市町村教育長連絡協議会（臨時） 藤井寺市役所 

６月１８日 羽曳野警察署安全なまちづくり推進協議会総会 羽曳野市市民会館 

６月２１日 第１回教職員人事対策連絡協議会 大阪府庁本館 

７月２日 教育長意見交換会 ホテルプリズムローズ大阪 

７月３日 第２回南河内地区人事協議会・第２回南河内地区市町村教育長連絡協議会 藤井寺市役所 

７月５日 大阪府都市教育長協議会定例会 ホテルアウィーナ大阪 

７月１０日 藤井寺青少年育成しゅら基金第６０回運営委員会 市民総合会館 

７月１２日 大阪府藤井寺保健所運営協議会 藤井寺保健所 

７月２６日 大阪府都市教育長協議会夏季研修会 ホテルアウィーナ大阪 

８月９日 葛井寺千日まいりにおける防犯活動 藤井寺会館 

８月１１日 ふじいでらかぁにばる２０１３ 市民総合会館

８月２２日 大阪府都市教育長協議会夏季研修会・定例会 ホテルアウィーナ大阪 

８月２３日 第４３回南河内地区中学校総合体育大会開会式 羽曳野コロセアム 

８月３０日 南河内地区市町村教育長連絡協議会教育長研修会 兵庫県神戸市方面 

９月１日 市民総合体育大会開会式 市民総合体育館 

９月２２日 第３４回藤井寺市民まつり 市立スポーツセンター 

９月２８日 市立中学校体育大会 市立各中学校 

１０月３日 藤井寺市立小学校連合運動会 市立スポーツセンター 

１０月４日 大阪府都市教育長協議会定例会 ホテルアウィーナ大阪 

１０月１５日 教育委員勉強会 市役所６階 委員室 

１０月１８日 近畿市町村教育委員研修大会 奈良県橿原文化会館 

１０月１９日 市立幼稚園運動会 市立各幼稚園 

１０月２９日 南河内地区市町村教育長連絡協議会（臨時） 河内長野市役所 

１０月３０・３１日 近畿都市教育長協議会研究協議会 ラフォーレ琵琶湖 

１１月３日 市民表彰・感謝状贈呈式 市民総合会館 
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１１月８日 大阪府市町村教育委員研修会 ホテルアウィーナ大阪 

１１月１０日 第１７回市民ニュースポーツフェスタ 市民総合体育館 

１１月１５日 大阪府都市教育長協議会秋季研修会 テクスピア大阪 

１1月２１日 羽曳野市・藤井寺市被害者支援協議会総会 羽曳野警察署 

１月６日 新年賀詞交歓会 市役所３階会議室 

１月１０日 大阪府都市教育長協議会定例会 ホテルアウィーナ大阪 

１月１３日 成人式 市民総合会館 

１月２７日 大阪府都市教育委員会委員長研修会 ホテルアウィーナ大阪 

１月３１日 第３回南河内地区市町村教育長連絡協議会・第３回南河内地区人事協議会 南河内府民センター 

２月２日 第５７回南大阪駅伝競走大会 ＰＬ教団本庁内 

２月１４日 市町村教育委員会教育長会議 ホテルアウィーナ大阪 

２月１９日 南河内地区市町村教育委員研修会 松原市民ふるさとぴあプラザ

２月２０日 第４回南河内地区市町村教育長連絡協議会・第４回南河内地区人事協議会 南河内府民センター 

２月２３日 2014 藤井寺市民マラソン大会 舟橋河川敷野球場他 

３月１４日 市立中学校卒業式 市立各中学校 

３月１６日  公民館まつり 市立生涯学習センター 

３月１７日 市立幼稚園卒園式 市立各幼稚園 

３月１８日 市立小学校卒業式 市立各小学校 
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３． 平成２５年度施策の点検・評価 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （１）より安全な学校園づくり
所 管 課 教育総務課 

主要施策 １）耐震性の強化

平成 25 年度実績

●耐震補強工事 

 「学校施設改修（早期耐震化）計画」に基づいて、平成２５年度に道明寺南小学

校屋内運動場、道明寺中学校２・６号棟、第三中学校１号棟の耐震補強工事を実施

した。 

●耐震補強工事に伴う設計業務 

 翌年度に耐震工事を行うため、藤井寺小学校の屋内運動場、藤井寺北小学校１号

棟、道明寺東小学校３号棟の設計業務を実施した。 

                       単位：㎡ 

耐震補強

工事 

道明寺南小学校 屋内運動場  684

道明寺中学校 校舎 ２号棟 299

６号棟 1,836

第三中学校 校舎 １号棟 6,569

耐震設計

業務 

藤井寺小学校 屋内運動場  560

藤井寺北小学校 校舎 １号棟 3,447

道明寺東小学校 校舎 ３号棟 1,356

＊道明寺中学校、第三中学校の耐震補強工事には、給食配膳室整備も含む

点 検 及 び 評 価

●耐震補強工事 

 学校施設改修(早期耐震化)計画」に沿って、今年度３つの学校で実施し、耐震化

率は、６９．４％となった。

今後とも、より安全な学校施設確保のため、計画的に耐震補強工事を推進してい

く必要がある。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

小・中学校の耐震化率 ６１％ ６９．４％ ７５．５％ 

施 策 名 １ 耐震化事業の推進 
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施 策 名 ２ 学校施設・設備の整備

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （１）より安全な学校園づくり
所 管 課 教育総務課

主要施策 ２）施設の充実

平成 25 年度実績

●藤井寺市立学校施設等整備実行計画の策定 

 学校施設・設備の老朽化対策や、学校施設として望まれる新たなニーズへの対応

など、平成２５年１月に策定した『藤井寺市立学校施設等整備基本計画』における

優先度の高い事業を対象とし、空調設備、トイレの洋式化など具体的な整備の年次

計画を策定した。 

   前期実行計画  平成２５年度から平成２９年度   

   後期実行計画  平成３０年度から平成３４年度  

●施設の改修等    

○外壁改修・屋上防水改修     

  外壁改修  道明寺南小学校屋内運動場 

道明寺中学校２・６号棟 

第三中学校１号棟 

  屋上防水  道明寺中学校２号棟 

第三中学校 

○プール設備改修 

  藤井寺北小学校 濾過器オーバーホール 

○小中学校遊具点検と改善事項の補修 

○その他学校施設の営繕工事 

・第三中学校屋内運動場天井改修 

 ・藤小体育倉庫・一部遊具撤去及び簡易倉庫設置 

  ・藤小浄化槽バッキブロアー交換 

  ・プール濾過器改修 

●特別教室の環境整備  

  音楽室、理科室等の特別教室の掲示物、展示物を新たに整備した。 

   （例）世界音楽家肖像画集、透視人体生理保健要図など  

点 検 及 び 評 価

●藤井寺市立学校施設等整備実行計画の策定 

藤井寺市立学校施設等整備基本計画に基づき、子どもたちのためのより良い教育

環境の実現を目指すために必要な具体的な整備の年次計画を策定したことにより、

見通しを持って事業を行えるようになった。また、年度間で投資額を平準化すると

ともに、特定財源の確保についても計画的に行えるようになった。 

今後、関係各課との連絡・連携を密にしながら、計画の進捗状況を常に把握する

とともに、その時々の状況により、計画内容や期間等の見直しを行う必要がある。

●特別教室の環境整備 

 音楽室、理科室等の特別教室の掲示物、展示物を整備し、児童、生徒のための学

習環境の改善に努めた。今後も古くなった掲示物、展示物の入れ替え、整備を継続

して行っていきたい。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

学校施設等整備実行計画の策定 － 策定 実施
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施 策 名 ３ 学校統合の検討 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （１）より安全な学校園づくり 
所 管 課 学校教育課 

主要施策 ２）施設の充実 

平成 25 年度実績

●学校統合にかかる経過（平成２４年度の取り組み） 

 平成２４年度、教育委員会において学識経験者、保護者代表、学校園関係者によ

る検討会議を組織し、学校施設等にかかるさまざまな検討を行った。 

 検討会議の提言を受け、「藤井寺市立学校施設等整備基本計画」を策定し、未来

へのよりよい学校づくりをおこなうため、整備手法の一つとして、学校統合につい

ても検討する必要があると規定した。 

●「藤井寺市学校統合検討委員会」への諮問 

 上記計画に基づき、平成２５年５月、学識経験者、保護者代表、区長会代表、小・

中学校長を委員とした「藤井寺市学校統合検討委員会」を設立し、学校統合につい

て諮問を行った。述べ１１回に及ぶ検討の結果、平成２５年１１月、「藤井寺市立

小中学校の統合に関する検討報告書」に、藤井寺市のモデル校として藤井寺南小学

校と藤井寺西小学校の統合という答申を受けた。 

●「藤井寺市立小中学校統合方針」の決定 

 上記答申を重く受け止め、教育委員会議における審議の結果、平成２６年１月、

「藤井寺市立小中学校統合方針」として決定し、統合にかかる諸準備を行うため、

準備委員会を設置して藤井寺南小学校と藤井寺西小学校を平成３０年度に統合す

ることとなった。 

※平成２６年９月、財政収支見通しの急激な悪化のため、市長から学校統合事業

の凍結要請があり、平成２６年１０月から教育委員会議において、財政状況が好

転し、諸条件が整うまで凍結することや、両校の整備のあり方等について慎重に

審議している。（平成２６年１０月２７日現在）

点 検 及 び 評 価

●「藤井寺市学校統合検討委員会」への諮問 

 提言に基づき諮問を行い、答申を得た。 

●「藤井寺市立小中学校統合方針」の決定 

 答申に基づき教育委員会会議を開催し、統合方針の決定を行った。 

●統合方針の内容について、議会に報告し、またＰＴＡの役員や地域の代表である

区長会、校区区長に統合方針の説明会等を実施し、周知と理解を図った。 

 さらに周知や理解が得られるよう、引き続き保護者や地域の方々に説明会を実施

する。また、「学校統合だより」の配付、広報紙、市ホームページを通じて積極的

に情報の発信を行いながら、平成２６年度において学校統合準備会を組織して、施

設や通学路、教育課程などの諸準備をしていきたい。 

【統合スケジュール】

   年 度  予 定 

平成 26年～27年度 基本設計・実施設計 

平成 28年～29年度 工事（校舎など） 

平成 30 年度 統合校開校 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

事業目的達成の状況 － 概ね達成 － 
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施 策 名 ４ 児童の安全見守り活動の推進 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （１）より安全な学校園づくり 
所 管 課

学校教育課 

生涯学習課 主要施策 ３）学校・通学路等における子どもの安全確保

平成 25 年度実績

学校教育課 

●学校安全監視員 

 各小学校において、午前８時から午後５時までの間、学校安全監視員を１名配置

し、学校の安全確保および不審者の侵入防止のため、校門にて来校者の確認をして

いる。また、児童の登下校時には、見守り活動にも取り組んだ。 

学 校 藤小 
藤南

小 

藤西

小 

藤北

小 
道小

道東

小 

道南

小 
平 均

１日平均 

来校者数

(名)

17.5 15 ５ 10 20 10 7.5 12.1 

 ※ 来校者証持参の保護者は除く。 来校者の大半は、関係する業者であった。

●子ども安全見守り隊 

 各小学校区に地域ボランティアやＰＴＡによる子ども安全見守り隊を組織し、児

童の登下校時に見守り活動を行った。 

●スクールガードリーダー活用事業 

 地域学校安全指導員が市内の全小学校を巡回指導する中で、学校安全に取り組む

体制作りを支援するとともに、安全で安心できる学校を確立するよう、スクールガ

ードにかかわる指導を行った。 

学 校 藤小 藤南小
藤西

小 

藤北

小 
道小

道東

小 

道南

小 
合 計 

巡回回数 15 15 14 13 16 13 14 100 

●子どもの安全確保推進会議 

 日 時  平成２５年６月１８日 

 参加者  各幼稚園園長代理、各小・中学校教頭、学校安全担当教職員 

区長・防犯委員・安全見守り隊ボランティア  計３４名 

今年度新たに、スクールガードリーダーが、藤井寺市の子どもの安全確保に関わ

っての講演を行い、区長・防犯委員・安全見守り隊ボランティア等から、地域の取

組みの現状と今後の改善について状況報告、意見交換を行った。 

●子どもへの暴力防止教室(CAP) 

 本市独自の取組みとして、全小学校の１年生（４８９名）を対象に実施した。児

童が自分自身の大切さを自覚するとともに、虐待や暴力行為など危機的状況を自分

で切り抜けるための知識や方法を習得するとともに、人権侵害などについて学ん

だ。 

●青色防犯パトロール車事業 

 学校教育課・環境政策課・生涯学習課の３課により、藤井寺市「青色防犯パトロ

ール車」事業を行った。下校時に、青色防犯パトロール車で週１回程度、市内を運

行し、児童・生徒への安全見守り活動を行った。 

生涯学習課 

●通学路の安全総点検 

・４月１６日（火）道明寺小学校、９月２６日（木）藤井寺北小学校で通学路の

点検を学校、ＰＴＡ、教育委員会、道路水路課、羽曳野警察署、校区内区長はじめ

学校協力者の方と合同で実施した。その中で危険個所として道小校区大井４丁目と

林３丁目の間「桃の湯」前の交差点が指摘され、あらためて信号機の要望が出され

た。 

・１１月「桃の湯」前の交差点に信号機が設置された。 
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点 検 及 び 評 価

学校教育課 

●学校安全監視員 

 各小学校において、マンパワーの利点を生かした学校安全確保を進め、不審者侵

入を未然に防いでいる。今後も、子どもの安全を確保するために、学校安全監視員

を継続配置することが必要である。 

●子ども安全見守り隊 

 各小学校区において、学校と保護者（ＰＴＡ）、地域が連携する形で体制が整っ

てきており、見守り活動を展開する中で、登下校時の児童の安全が確保されている。

今後も連携をさらに強化し、安全確保の体制を充実させる。 

●スクールガードリーダー活用事業 

 各小学校区の子ども安全見守り隊の活動に加え、スクールガードリーダーが巡回

指導を行い、学校・市教育委員会と連絡を密に取り合える協力体制が確立されてい

る。危険個所へのカーブミラーの設置等、危険個所の早期発見や不審者情報等の緊

急巡視を警察および地域と連携して行うことができた。 

●子どもの安全確保推進会議 

本年度新たに実施した子どもの安全確保推進会議では、各学校が、校区の区長・

防犯委員・子ども安全見守り隊・スクールガードリーダーとの連携を深め、現状の

共通認識を持つことができた。今後は、各校における不審者対応および交通安全に

関する取組みについての情報交換・共通理解を深め、各地域からの報告をもとに、

地域と一体となった安全確保の体制の確立・市内全域にわたるネットワーク化を強

化するため、継続して行っていく。 

●子どもへの暴力防止教室(CAP) 

 市内全小学校の１年生を対象に実施した。ロールプレイを通して、暴力を受けそ

うになった時、あるいは受けた時に、自分の身を守るために何ができるかを考える

機会となり、理解につながっていった。誘拐や不審者の出没等の事案が発生する現

状において、引き続き実施していきたい。 

●青色防犯パトロール車事業 

 地域の犯罪の発生を抑制し、市民が安心して暮らすことができるようパトロール

を実施している。地域への啓発は今後も必要である。平成２６年度は、３課が協働

して回数を増やすなど、さらに安全なまちづくりを進めていきたい。 

生涯学習課 

●通学路の安全総点検 

学校、ＰＴＡ，地域、教育委員会、関係機関間で要望していた「桃の湯」前の交

差点に信号機が設置されたことにより児童の通学上の交差点の環境が大幅に改善

された。

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

子ども安全見守り隊登録者数 ― ４７５名 ５００名 
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（１）より安全な学校園づくり【学識経験者の意見】

○ 学校施設の耐震化は、地震発生時の児童生徒等の安全確保の面からも、被災直後の応急

避難場所としての機能を求められることからも、最重要施策として進められるべきもの

である。藤井寺市では、学校施設改修（早期耐震化）計画を策定し、耐震化率１００％

を目指し、計画的に耐震化を進められていることがうかがえる。今後とも国の補助金等

を積極的に活用しながら、児童・生徒の安全確保に努めていただきたい。

○ 全国的に言える状況にあるが、藤井寺市においても例外でなく、学校施設、設備も老朽

化してきていると聞く。そのような中、藤井寺市立学校施設等整備実行計画を策定し、

投資額の平準化を図りながら、事業を計画的に行っていこうとする市の姿勢は大いに評

価できる。今後は、空調設備、トイレの洋式化、乾式化などの整備計画が実行され、教

育環境の充実が図られることを切望する。

○ 学校安全監視員を各小学校に配置することによって、マンパワーの利点を生かし、不審

者の侵入防止のため来校者の確認を行い、安全の確保が保障されていることは、児童・

保護者・教職員の安心感につながり、教育活動を進めていく上においても重要である。

また、子ども安全見守り隊、スクールガードリーダー活用事業など、学校・家庭・地域

が連携する体制が整ってきている。また、スクールガードリーダーがコーディネーター

役となり、「藤井寺市子ども安全確保推進会議」を開催し、各校の取り組み等の情報交

換を行い、市内全域の安全確保につなげたことは、高く評価できる。こうした、地域と

の連携をより一層強固なものとし、児童の安全確保に努められたい。

  また、神戸市長田区の小１女児の事件を教訓に、危険箇所を調査・研究し、未然に防止

する対応について留意され、万全の方策を期待する。
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施 策 名 ５ 食育教育の充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課

学校教育課・ 

教育総務課主要施策 １）学力向上に向けた取り組みの推進 

平成 25 年度実績

●小・中学校における食育の取組み 

  平成２４年度より食育推進委員会を設置し、全小・中学校で食育全体計画を作成

し、課題・取組みを共有しながら推進している。また市内小学校に栄養教諭２名を

配置し、担任が中心となり栄養教諭を活用して指導に当たっている。平成２５年度、

栄養教諭が、全小学校を訪問し指導を行った回数は、９２回であった。各学校にお

ける特色ある取組みは以下の通りである。 

全小学 

5 年生 

朝ごはんの喫食率と、生活への影響から、その

大切さを学んだ。 

全小学 

6 年生 

栄養バランスのよい献立の大切さを、バイキン

グ給食や授業を通して学んだ。 

藤井寺小
家庭科クラブが大阪女子短期大学を訪問して

調理実習（食育指導も受けた）を行った。 

藤井寺西

小 

３年生が大阪女子短期大学を訪問して「初めて

の調理実習」を行った。 

道明寺南

小 

大阪女子短期大学の畑田教授が食育について

の出前授業（３年生対象）を行った。 

藤井寺中
大阪女子短期大学 中野長久学長の「食育につ

いて」の講演（保護者対象）を開催した。 

道明寺中
大阪女子短期大学と連携し、食育学習を行っ

た。（１・２年生の希望者対象） 

●中学校給食開始に向けての研修会の実施 

「学校におけるアレルギー疾患への対応」に係る研修会 

講師   亀田 誠 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター医師 

内容   〈講話〉学校におけるアレルギー疾患への対応 

      〈実習〉エピペントレーナーを使用した実習 

参加者  幼稚園・小・中学校教職員  ４４名 

「学校における食育の推進・学校給食の充実」に係る研修会 

講師   中野 長久 大阪女子短期大学 学長 

内容   「生きる力」を育む食育の推進と学校給食の充実 

       ～ 食べることは生きること。食べることは楽しいこと。～ 

参加者  幼稚園・小・中学校教職員  ４４名 

藤井寺市学校保健会養護教諭部会兼学校欠席者情報収集システム説明会 

内 容  児童、生徒の食物アレルギー対応について 

参加者  幼稚園・小・中学校管理職、養護教諭  ２８名 

●中学校給食実施に向けた取組み  

 平成２６年 4 月からの中学校給食の実施に向け、各中学校の配膳室の工事を完了

し、備品等を整備した。また、中学校の配膳員には、小学校での給食配膳員経験者

を配置し円滑に運営できるよう、給食開始に向けた準備を整えた。 

中学校給食開始に伴う整備：市内各中学校 

 備品購入（4,802,700 円）消耗品購入（404,527 円） 

藤中給食配膳室増築工事 監理委託（577,500 円）、工事（12,868,800 円） 

※道中・三中の給食配膳室の整備費用は耐震補強工事に含む。



16 

平成 25 年度実績

配膳・喫食・片づけ等、給食の流れを把握するため、中学校教職員が市内小学校

での給食の様子を視察し小学校教諭との意見交流を行った。

 児童・生徒の食物アレルギーについての状況を把握するため、全小・中学校が、

項目・様式の検討を行ったうえで食物アレルギーに関するアンケートを実施し、中

学校給食実施に向けて安全確保の体制を整えた。

各中学校において、全生徒・教職員に対し、一連の給食時間の流れも含めた試食

会を実施した。

点 検 及 び 評 価

●小・中学校における食育の取組み 

  食育推進委員会の開催により、全校の取組みの様子や課題を共有できた。スムー

ズに中学校給食が開始できるように、小学校での食育・給食の取組みを知り、中学

校の校内体制整備や準備に必要な具体的な事項を明確にしていくことができた。来

年度については、栄養教諭連絡会を実施し、各学校における食育の取組みについて

情報交換を行い、市内全体の食育の充実を図る。また、中学校における食育の推進

のため、中学校に対する栄養教諭の加配を府に要望していきたい。 

●中学校給食開始に向けての研修会の実施 

アレルギー疾患に関する対応については、エピペンの使用方法もふくめ、緊急事

態に組織として対応できるように研修を行った。来年度は、中学校給食が開始され

るが、今後も、すべての教職員が共通認識のもと、食物アレルギーに対応できるよ

う、医療機関からの講師招聘を含め、研修の充実を図る。 

●中学校給食実施に向けた取組み 

配膳室の整備は計画どおり行えた。今後、中学校給食の実態を把握しながら、給

食配送車の学校への乗り入れや給食を運ぶ生徒の動き等施設整備について課題が

生じた時は、その都度対応していく。また、備品等の整備についても教職員からの

声も参考にしながら対応していく。 

中学校の教職員が、小学校での給食の様子を視察し、各中学校において生徒を対

象に試食会を行ったことにより、本格実施にむけて体制整備を進めることができ

た。また、試食会実施前に行った食物アレルギーに関するアンケートにより、生徒

の状況を把握することができた。今後も、各小中学校においては年度当初に再度ア

ンケートを実施し、保護者への聞き取りや対応の相談を丁寧に行う。児童・生徒の

状況把握に漏れがないように努め、保護者と学校が連携しながら食物アレルギー対

応の体制を確立する。

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

５年児童の朝食喫食率 ９９％ ９８％ １００％ 
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施 策 名 ６ 学びの機会の充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課

学校教育課 

教育総務課 主要施策 １）学力向上に向けた取組みの推進 

平成 25 年度実績

●学校図書館支援事業 

 学校図書館の活性化や市立図書館との連携を目指すとともに、藤井寺市内の児童・

生徒の「読書力」を育み高めるための読書センターとして、また情報活用能力の向上

をはかる情報センターとしての取組みを進めることを目的として実施した。 

平成２５年度、各校１名の学校司書を配置し、教職員・学校司書・学校図書館支援

ボランティアが協力して学校図書館を開館し、児童・生徒への読み聞かせや本の紹介、

図書の整理や修理を行うことで、学校図書館教育の充実を図った。 

学校司書の配置 

学校名 配置日 取り組み状況 

藤 小 火・水

・委員会活動の補助（貸し出し、本の点検・整理・

図書室クイズラリー） 

・自由図書による開放 

・環境整備、広報誌等 

藤南小 火・木
・委員会活動の補助（貸し出し、本の点検・整理）

・本の紹介、読み聞かせ、環境整備 

藤西小 月・水

・貸し出し、環境整備、本の紹介、読み聞かせ 

・書架の整理・図書の修理 

・委員会活動の補助・クラブ活動への参加 

藤北小 水・木
・貸し出し、読み聞かせ、環境整備 

・委員会活動の補助 

道 小 火・金
・貸し出し、委員会活動の補助 

・本の紹介と読み聞かせ 

道東小 水・木
・貸し出し、読み聞かせ、委員会活動の補助 

・推薦図書の紹介、環境整備 

道南小 火・木
・貸し出し、書架の整理、委員会活動の補助 

・本の紹介、読み聞かせ、図書修理 

藤 中 火・木

・貸し出し、本の紹介、書架整理 

・図書の点検、修理、市立図書館との連携 

・委員会活動の補助、図書だより発行 

道 中 火・金
・貸し出し、書架整理、委員会活動の補助 

・本の紹介、図書修理、休み時間の図書室開放 

三 中 水・木
・貸し出し、書架整理、委員会活動の補助 

・本の紹介、図書修理、図書だより発行 

●学校図書館の蔵書の充実 

 図書購入費を増額し、学校図書館の蔵書の充実を図った。 

  小学校（７校） ２００万円→２４０万円 

  中学校（３校） １５０万円→１８０万円 

●放課後「ゆめ」教室 

 生徒の基礎基本の知識技能や学習習慣の定着、学習意欲の向上を図ることを目的と

して各中学校において実施している。年間を通して、中学校３校が放課後に余裕教室

で、地域人材「学習アドバイザー」（１名、週２回 年間７０回程度）を活用し、生

徒に学習の仕方を身に付けさせることで学習習慣の定着を図った。 
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平成 25 年度実績

学校名 
人材数

（名）
人材の種別 時間帯 参加人数 

藤井寺中 ５ 
学生２名・地域２名・ 

非常勤講師１名 
16:00～17:00 ５１９人 

道明寺中 ２ 学生１名・元教員１名 15:45～17:00 ２９３人 

第三中 ２ 学生１名・非常勤講師１名

15:45～17:15

（長期休業中）

9:00～11:00

８９２人 

●学校支援社会人等指導者活用事業 

【社会人等指導者活用事業：２６４回】 

外部指導者を市内全幼稚園、小・中学校へ招き、各教科や総合的な学習、道徳な

どの授業やその他の様々な教育活動で専門的な指導を行った。 

校種 
回数

(回) 
活用内容 

幼稚園 ７０ 

・体操・ダンスの指導・補助 

・伝承遊び・昔遊びの指導・補助 

・人形劇・読み聞かせ 

小学校 １３４

・伝承遊び・昔遊びの指導・補助 

・クラブ活動の指導・補助 

・支援学級エアロビクスの指導  など 

中学校 ６０ 

・家庭科（被服・調理実習など）の補助 

・スキー合宿で使用する帽子の制作補助 

・部活動の指導・補助 

合計  ２６４

 【スクールフレンド活用事業】 

大学生を各小・中学校へ延べ４１名派遣し、９０６回実施した。各教科や総合的

な学習の時間、道徳の授業やクラブ活動など、様々な教育活動の補助を行った。

また、不登校傾向にある児童・生徒のメンタルフレンドとして、特別な支援を必

要とする児童・生徒も関わった。 

校 種 人 数（名） 内   容 

小学校 ３２ 学習面に課題がある児童への支援 

中学校 ９ 生徒指導面に課題がある生徒への支援 

合 計 ４１  

●学校インターンシップ 

 学校インターンシップとして、各幼稚園、小・中学校に５６名の学生を受け入れた。

各校園での保育・個別の学習補助や園児・児童・生徒への関わり、部活動の補助を行

い、各大学との連携も進めた。また、子どもたちにとっては、年齢の近いインターン

シップの学生が、自身の近い将来のモデルとなり、進路を考えるきっかけとなった。

四天王寺

大学 

大阪芸術

大学 

大阪大谷

大学 

関西福祉

科学大学

大阪総合

保育大学
関西大学 合計 

２７名   ２名 ５名 ３名 ５名 １４名 ５６名 
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成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

放課後「ゆめ」教室参加人数(名) ２、２８６ １、７０４ ２，０００ 

点 検 及 び 評 価

●学校図書館支援事業 
 各小・中学校に学校司書を配置したことにより、学校図書館の開館時間が長くなり、
児童・生徒が読書に親しむ時間が増え、本を借りに来る人数も確実に増えている。こ
れは、学校図書館や読書活動が、児童・生徒にとって、とても身近なものとなってき
ている表れでもあり、評価すべき点である。また、教職員からの図書の問い合わせが
増えるなど、学校司書が大いに活用され、読書活動や調べ学習等、学校図書館教育の
充実が図られた。また、学校司書が中心となって子どもの学習に必要な図書の貸し出
しを市立図書館と連携し充実を図った。今後は、学校司書の活動日数を増やすととも
に、その専門性を高め、読書センター・情報センターとしての機能をより充実した学
校図書館の整備を進める。 

●学校図書館の蔵書の充実 
 蔵書の充実を図ることにより、児童・生徒の読書に関する興味・関心を高め読書活
動を推進することができた。 

●放課後「ゆめ」教室 
 個別に学習できる場が保障された。テスト前に集中的に実施した学校もあり、テス
トで成果を出せた生徒も多く、生徒の学習意欲向上にもつながった。今後、さらに生
徒個々の学習面でのつまずきや課題に応じた学習方法を身に付けること、学習習慣の
定着につなげていくことが大切である。 

●学校支援社会人等指導者活用事業 
【社会人等指導者活用事業】 

「開かれた学校づくり」の一環として、地域の人々に支援協力していただくこ
とにより、専門的な指導が可能となり、地域と児童・生徒の結びつきを生み出し
た。    
幼稚園、小学校では、歌唱指導・ダンス指導・茶道体験など専門的な技術を有

する指導者を招き、本物の芸術等に触れるなど、子どもの興味・感性や情操面の
耕しを目的とする教育が進められた。 
学校現場では、本事業に対してのニーズも多く、今後もさらに人材を発掘する

とともに、部活動等様々な教育活動への充実を図っていく。 
【スクールフレンド】 

大学生ボランティアの協力により、児童・生徒に寄り添った支援や細やかな指
導ができた。具体的には、学生が授業・休み時間・給食・掃除の時間等日常の活
動を通じて子どもたちと関わることで、児童・生徒にとって人間関係を豊かにす
る一助となり、身近に話しかけることのできる存在となっている。 
また、参加する学生には教職をめざしている学生も多く、学生にとっても貴重

な経験となっている。 
今後も、児童生徒一人ひとりに応じた支援を展開できるよう積極的に受け入れ

ていきたい。 

以上、社会人等指導者活用事業については、すでに、成果指標は達しているが、今
後も年間１,０００回程度を成果指標として事業を進めていきたい。 

●学校インターンシップ 
 インターンシップ実習を通じて、学生の資質の向上につながり、各大学との連携が
図れている。また、実習生が各幼稚園、小・中学校で園児・児童・生徒とかかわるこ
とで、園児・児童・生徒も毎日の生活を楽しく過ごすことができている。小・中学校
における学習支援によって、個別指導が必要な児童・生徒の学習支援につながってい
る。 
 このことを踏まえ、来年度以降も、各大学と継続した連携を図っていきたい。 
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施 策 名 ７ 確かな学力の育成 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課 学校教育課 

主要施策 １）学力向上に向けた取り組みの推進 

平成 25 年度実績

●藤井寺市学力向上推進支援事業 

 基礎基本となる学力だけではなく、社会で活用できる力の育成が、社会的課題と

なる中、市独自で学力向上に取り組む事業である。市内全小・中学校を指定し、平

成２４年度～２５年度の２年間の事業実施で、最終年度である平成２５年度に各学

校から実践や成果の報告が行われた。 

【小学校】 

学校名 教科 主題 

藤井寺小学校 

国語 

キャリア

教育

「夢や志をもち、実現に向けて力強く生きる子ど

もの育成」～キャリア教育の視点を活かした授業

づくりの推進と創造～ 

藤井寺南小学校 国語 

『伝える つながる 学び合う』 

読み取りの力を深めて、子どもの読み声を変えよ

う 

藤井寺西小学校 国語 
『コミュニケーション力を育てる学習』～話す力、

聞く力、学び合う力を高める～ 

藤井寺北小学校 算数 
「基礎学力を大切にした算数の学習」 

～コミュニケーション力を育てる授業～ 

道明寺小学校 国語 
学習の基礎基本となる「書く力」を育成する 

～書くことで育つ子どもたち～ 

道明寺東小学校 算数 
算数的活動を通して、一人ひとりが主体的に取り

組む学習をめざす 

道明寺南小学校 算数 
「みんながいきいきする算数」 

～わかる・できる・考える・楽しい算数の授業づくり～

【中学校】 

学校名 教科 主題 

藤井寺中学校 
複数

教科

「基礎・基本の定着及び活用する力の育成と 

その指導方法の研究」 

道明寺中学校 
複数

教科

「わかる授業」の確立 

～みんなが興味をもって取り組める授業～ 

第三中学校 
複数

教科

「授業改革（授業力の向上）と家庭学習の定着をめ

ざして」 

「体験学習をとおしたキャリア教育の充実と生き

る力の育成」 
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平成 25 年度実績

●教職員研修 

 学習指導要領の重点事項や、学力学習状況調査等の課題、さらに子どもたちを取

り巻く教育課題を踏まえ、主に以下の研修に重点をおいて実施した。夏季休業中の

研修については１４講座に約５２０名が参加した。 

 ・子どもを取り巻くネット問題への対応。 

・キャリア教育の実践。 

・理科及び道徳の授業作り研修（各３回）。 

・人権教育研修・支援教育研修・生徒指導研修。 

 ・小学校の外国語活動の推進のため、模擬授業作り。 

 ・学校におけるアレルギー疾患への対応研修。 

・初任者・10 年経験者や若手の教職員の育成を図る授業研究。 

・次期リーダーの育成、管理職の育成のため、組織の活性化方策についてのミド

ルリーダー研修。 

 ・幼稚園教職員の資質向上のため、年間５回ずつ、公開保育や教材研究を中心と

した保育研修（基礎研修、中堅研修）。 

  研修内容 

初任者研修 授業研究（年３回）【数学、小学校国語、小学校道徳】 

人権教育研修（フィールドワーク） 

指導主事による訪問指導（１人 教科１回、道徳１回） 

藤井寺市内の史跡・文化財について、 

学校教育指導員による訪問指導（１名 ５回） 

10 年目研修 授業研究（年３回）【数学、小学校国語、小学校道徳】 

幼稚園研修 保育基礎研修会（５回）、中堅研修会（５回） 

夏季研修 

（参加人数） 

アレルギー疾患対応（４４名）、食育（４４名）、 

人権教育フィールドワーク（２１名）、理科実験（１３名）、

道徳教育（６２名）、外国語活動（３０名）、支援教育（８

５名）、人権教育（アサーショントレーニング６２名） 

生徒指導（体罰防止５５名、いじめ・虐待防止４７名） 

支援コーディネーター（４回） 

点 検 及 び 評 価

●藤井寺市学力向上推進支援事業 

・全小中学校が、２年間を見通した学力向上のための研究目標（授業力向上、特

色ある取組み）を立て、研究組織体制を確立し、学力向上の取組みを推進するこ

とができた。 

・各校が実践報告を行うことで、各校の学力向上の成果と課題が明確となった。

・今後、学力向上における各校の課題改善のため、学校独自の特色ある取組みを

図ることが次の課題である。 

●教職員研修 

 アレルギー疾患対応研修では、エピペン注射の打ち方、子どもが発作をおこした

場合の対処法について具体的に学んだ。人権教育・生徒指導研修では、演習を多く

取り入れた研修を実施し、教員の実践力を高めることができた。 

今後は、教職員の人権意識の向上・授業改善のための具体的な研修が必要である。

また、中学校給食が次年度４月より実施されることから、アレルギー疾患対応研修

も引き続き実施していきたい。また中学校において絶対評価が導入されることか

ら、全教職員対象に絶対評価がスムーズに導入できるよう、研修を計画する必要が

ある。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

授業内容がわかる子どもの割合（平成２４年度大阪府、平成２５年度全国学力・学習調査） (小)80.6%、(中)70.1% (小)76.1%、(中)67.1% (小)85%、(中)75%
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施 策 名 ８ 心の教育の充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課 学校教育課 

主要施策 １）学力向上に向けた取組みの推進 

平成 25 年度実績

●道徳教育の推進 
・小中学校いきいきスクールによる道徳教育の連携を行うことで小学校と中学校
双方の教師が連携し、校種をこえそれぞれの学校で道徳の授業を行った。 

   藤井寺中学校と藤井寺西小学校、道明寺中学校と道明寺南小学校     
   第三中学校と藤井寺北小学校 

・小中学校教員が協働し、互いの授業参観や、他校種での出前授業をし、その後
の研究協議を行った。 
・藤井寺市道徳教育推進教師連絡協議会主催の公開授業研究会を、大阪府教育委
員会より講師を招き開催した。 
・授業参観等で道徳の授業を保護者に公開するよう推進した。道明寺中学校では
参観日において全クラスが道徳の授業を公開した。 

●さわやかあいさつ運動 
・幼稚園、小・中学校が主体となって、子どもたちの豊かな心や規範意識をはぐ
くむ素地を養い、学校園の中での子どもたち同士の良好な関係づくり、地域にお
ける人と人とのつながりを深め、よりよい地域社会づくりと明るく健やかな子ど
もたちを育成するため、教育委員会をあげて学期ごとに集中強化月間（5月、10
月、2 月）を設け、あいさつ運動を実施した。 

●夢・志をはぐくむ小・中学生のための「藤井寺『ゆめ』セミナー」 
地域の大学の協力により、子どもたちの興味・関心に即した講座を開講し、小学

５・６年生、中学１年生を対象にセミナーを実施した。（参加人数 計７２名） 
   四天王寺大学『国際理解』（１８名） 
   大阪芸術大学『楽しいやきものづくり』（２０名） 

大阪女子短期大学『クッキングを通して、食育や食文化について学ぼう！』
（３２名） 

●夢・志をはぐくむ小学生のための「ゆめ・心のプロジェクト ドリーム・プレゼ
ンター学校派遣事業」（新規事業） 
 小学校の５年生の児童に対して、「今、学校で学んでいることの意義」を理解さ
せるとともに、「自らの将来の夢、志を抱き、その夢に向かって努力することの大
切さを感得させる」ことを目的に、自分の夢・志をかなえた人や自分の夢・志を追
い求めて努力することの大切さをメッセージとして伝えることができる人を講師と
して招聘し、子どもたちが夢や希望を持ち、学ぶことへの関心を高め、豊かな人
間性や社会性を身に付けるとともに、自ら未来を切り開く力を養った。 
（※全小学校で実施） 

●藤井寺ジュニア防災リーダー育成事業 
・講義や訓練等の体験学習を主とした育成講座を受講した中学生が、防災に関す
る知識や技能を習得し、災害対応能力を身に付け、「自分の命は自分で守る」と
いう責任感・自尊感情を高めるとともに、他者を思いやる心や郷土を守る気持ち
（郷土愛）を育むため、２日間の養成講座を実施した。 
・柏原羽曳野藤井寺消防組合および市危機管理課の協力を得て、市内３中学校よ
り３４名の受講者があり、２日間の養成講座修了後、「認定書」を授与した。 

●藤井寺市・山添村の小・中学校交流事業 
・藤井寺市と山添村の児童・生徒が、学びの場・活動の場を共有することにより、
我が市、我が村に誇りを持ち、またお互いの郷土を理解し合い、友好都市提携を
締結している両市村をお互いに訪問して交流することで、違った環境での体験を
通して、世界を広げるきっかけとするために実施した。 

  中学校間交流…道明寺中学校生徒が山添村立中学校を訪問 
生徒会交流（各市村・学校紹介）、部活動交流（卓球部）、 
給食交流、村内見学 

小学校間交流…やまぞえ小学校児童が藤井寺南小学校を訪問 
        児童会交流（各市村・学校紹介）、学級ごとの交流活動、 

給食交流、市内文化財等（生涯学習センター、古墳）の見学
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点 検 及 び 評 価

●道徳教育の推進 

小・中学校間交流いきいきスクールでの小・中学校教職員の授業実践や、藤井寺

市道徳教育推進教師連絡協議会主催の公開授業研究会により、校種の違いや道徳教

育の大切さを共有し、道徳の授業力向上に努めることができた。今後も小・中学校

が協働し、道徳教育の推進を図り、子どもの豊かな心の育成をめざし、授業交流の

研究協議の機会の充実を図る。 

●さわやかあいさつ運動 

幼稚園・小・中学校はもとより教育委員会をあげて４月よりあいさつ運動に取り

組んでいるが、今後も引き続き、各校の特色を出しながら、学校・家庭・地域が一

体となって「さわやかあいさつ運動」を進め、子どもたちが一日の生活のなかで様々

な人々と関わり、あいさつを通じて円滑なつながりを持てるよう取り組んでいく。

●夢・志をはぐくむ小・中学生のための「藤井寺『ゆめ』セミナー」 

国際理解、芸術、食育の３講座で実施した。今後も、地域の大学にはさらに協力

依頼を進め、開設セミナーを増やし、市内の小学５・６年生、中学１年生の学びの

機会の充実に努めるとともに、将来の自分について考える一助とする。 

●夢・志をはぐくむ小学生のための「ゆめ・心のプロジェクト ドリーム・プレゼ

ンター学校派遣事業」（新規事業） 

小学校の５年生の児童に対して、「今、学校で学んでいることの意義」を理解 

させるとともに、「自らの将来の夢、志を抱き、その夢に向かって努力することの

大切さを感得させる」ことを目的に、自分の夢・志をかなえた人や自分の夢・志を

追い求めて努力することの大切さをメッセージとして伝えることができた。次年度

も継続して、５年生の児童に対し、事業を実施し、自分の進路を切り開くことの素

地をめばえさせる。 

●藤井寺ジュニア防災リーダー育成事業（平成２４年度から開始 本年度２回目）

・講座を受講した中学生は、防災に関する知識や技能を習得するとともに、万一

の災害発生時には講習内容を生かして、防災リーダーとしての役割を果たしたい

という自尊感情が芽生え、校内にも広く伝えようという意識が育った。 

・今後、毎年 30 名ずつ、10 年間で 300 名のジュニア防災リーダーを養成し、地

震等の災害が発生した時、地域防災活動の担い手となるよう事業を継続していく。

●藤井寺市・山添村の小・中学校交流事業 

・交流活動を体験した児童・生徒は、互いの学校や郷土について理解を深めると

ともに、自分たちの学校や町・村についてあらためて見直し、我が学校・我がま

ちへの誇りを持つ契機とすることができた。 

・今後も、児童・生徒に、我が学校・我が町を誇りに思う心を育むことをめざし、

順次、市内各小・中学校で山添村との交流事業に取り組んでいく。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

いきいきスクール実施回数 ４７回 ５２回 ６０回 



24 

施 策 名 ９ 幼児教育の充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課 学校教育課 

主要施策 １）学力向上に向けた取り組みの推進 

平成 25 年度実績

●特色ある幼稚園づくり 

幼稚園は、「幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、そ

の心身の発達を助長する。」ことを目的に幼児教育を行うものである。その目的達成

のために市内７園が下記の研究主題を設定し、特色ある園づくりに取り組んだ。 

幼稚園名 研究主題 

藤 幼 
豊かな表現力を身につける 

～様々な絵本、物語との出会いを通して～ 

藤南幼 
子どもの育ちと食育 

～食育の重要性をふまえた確かな育ちとは～ 

藤西幼 豊かな心と体の育成を目指して 

藤北幼 
ひらく つなげる 輝く 

～みんなで奏でるハーモニー～ 

道 幼 
絵本と生活 

～共に育つために～ 

道東幼 
「であい つながり 心と心」 

～音楽活動を通してコミュニケーション力を育てるために～

道南幼 
豊かな出会い 感じる心 

～子どもの世界を広げるために～ 

●幼・小連携 

幼稚園と小学校が併設されている本市の利点を生かし、子ども、保護者、教職員と

の連携を全園で進めている。 

 全園の園児と全小学校の１年生・５年生が、ゲームやコーナー遊び等、年間を通じ

て、定期的に交流している。 

体験入学・・・・ 小学校 1年生の授業を参観、参加し、一緒に給食を食べる。

藤井寺幼稚園・・・１月１５日の保育参観後に藤井寺小学校長を迎え、保護者対

象の講演会実施。参加者５６名 

            テーマ「小・中学校に向けて今、大切にしておきたいこと」

参加者からは「見通しを持って子どもの育ちを考えられる良

いきっかけとなった。」などの声が聞かれた。 
  藤井寺南幼稚園・・併設する小学校の芸術鑑賞会や「にこにこフェスティバル」

に参加した。夏の校内研修会やエピペン使用の研修会に参加
した。 

  藤井寺西幼稚園・・併設する小学校５年生とともに、外部人材を招いての陶芸教
室を実施した。幼稚園の敷地内に田んぼをつくり、小学生と
ともに稲作りを行った。 

藤井寺北幼稚園・・併設する小学校の七夕行事や音楽朝会・避難訓練に参加した。

救命救急講習を合同で行った。 

道明寺幼稚園・・・小学校の図書室に司書が配置され、併設している小学校長の

許可を得て、毎週火曜日と木曜日に図書館を利用した。 

          火曜日は、司書による読み聞かせと絵本選びの相談会、

木曜日は、子どもたちが本を選び、十分に絵本の世界に浸る時

間を確保した。 



25 

平成 25 年度実績

  道明寺東幼稚園・・併設する小学校が行った、ドリームプレゼンター学校派遣事

業や避難訓練に参加した。 

道明寺南幼稚園・・併設する小学校で行われた「道南こまつり」や避難訓練に参

加した。支援が必要な子どもについて、小学校の支援学級担

任が幼稚園を訪れたり、教員や保護者が小学校の支援学級を

見学したりした。 

点 検 及 び 評 価

●特色ある幼稚園づくり・ 

・各園が子どもの実態から「絵本」「地域とのつながり」「食育」「人間関係（コミ

ュニケーション）」等を自園の特色として取り組み、「幼稚園づくり」を進めてきた。

・「特色ある幼稚園づくり」とは、基本的には、幼稚園が地域や園児の実態にあっ

た教育（保育）を進めるということである。したがって、特色ある幼稚園づくりを

進めるということは、今まで以上に園は、幼児一人一人にあった教育（保育）を提

供する環境を設定する責任を負うということである。各園では、地域の人材や環境

素材を活用することにより、保育の内容がより豊かになり、園児に生きる力の素地

を育てることができた。 

・具体的には、 

「絵本」・・・子どもの実態に合わせて多くの絵本を子どもたちに与えた。 

「地域とのつながり」「人間関係」・・・周りの大人や友達と仲良くできる力を育

てることができた。 

「食育」・・・野菜の栽培や親子クッキングを通して、苦手なものを克服してい

く力を育てることができた。 

「音楽活動」・・・音楽を通して豊かな感性と表現力を育むことができた。 

・来年度は、さらに、「特色ある園づくり」を推進していく。「特色ある園づくり」

を通じて、各幼稚園が組織として園の在り方を再確認し、生涯にわたる人間形成の

基礎を培うための大切な幼稚園教育を達成するために、創意工夫を凝らした実践力

を身に付けることができるよう指導していきたい。幼稚園の活性化を推進するため

に、教育（保育）の質を向上させることが重要課題である。 

●幼・小連携 

幼稚園と小学校が併設されている利点を生かし、子ども、保護者、教職員との連 

携を全園で進めた。 

  体験入学・・・・ 毎年実施。小学校への入学への期待を膨らませる効果がみら

れる。 

 園児にとっては、併設する小学校を訪れ、学校行事への参加や小学生との交流を通

じて、小学校生活を経験したり学校の環境を知ることで、入学時にスムーズに学校生

活を始められる。児童にとっては、年下の園児と関わることで他者への思いやりの心

を育て、主体的に活動することで自己肯定感を持つ機会となっている。今後も各幼稚

園・小学校が特徴を生かした幼・小交流を進め、幼稚園・小学校の円滑な接続を図っ

ていく。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値 

就園率 ３３％ ３５％ ４５％ 
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施 策 名 １０ 不登校児童・生徒の支援 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課 学校教育課 

主要施策 ２）不登校児童・生徒への対応 

平成 25 年度実績

●スクールカウンセラー配置事業(府事業） 

 臨床心理士の資格を持つ専門家をスクールカウンセラーとして、市内３中学校に

配置し、不登校や問題行動に悩む児童・生徒やその保護者、教職員に対して、カウ

ンセリング等による支援を行った。 

 配置回数：各中学校へは週１回（６時間勤務） 

                年間３５回（うち、市内各小学校へ６半日配置）

相談対象 児童・生徒 保護者 教職員 合計 

小 学 校 １２件 ２２件 ３３件  ６７件 

中 学 校 ３１件 ２２件 ６２件 １０５件 

合  計 ４３件 ４４件 ８５件 １７２件 

 各校におけるケース会議・不登校対策委員会への参加 

学校名 藤井寺中学校 道明寺中学校 第三中学校 

回 数 学期に１～２回 月１回 ２ヶ月に１回 

内 容 

生徒指導上の情報交換の

場で、対応について協議

不登校対策委員会に

参加 

ケース会議には随時

参加 

不登校対策委員

会に参加 

ケース会議には

随時参加 

●スクールソーシャルワーカー活用事業(府事業） 

 社会福祉に関して専門的な知識、経験を有する社会福祉士をスクールソーシャル

ワーカーとして、各小・中学校へ年間３５回派遣し、児童・生徒が抱える問題に対

して、福祉の観点から、アセスメントとプランニングを行った。 

 また、学校生徒指導担当、スクールカウンセラーとも連携を図り、校内チーム支

援体制を組織し、学校組織として、生徒指導の問題解決にあたった。 

  また、学校のケース会議に、スクールソーシャルワーカーを含め、関係諸機関、

市長部局子育て支援課・生活支援課、保護司が参加し、広角的な支援を行うことが

できた。 

●適応指導教室 

 市民総合会館別館で、月・火・木・金曜日に適応指導教室（ウィング）を開設し、

指導員１名、指導協力員４名を配置し、心理的または情緒的な原因によって登校で

きない児童・生徒に対して、集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を支援し

た。 

 また、各学期に保護者懇談会を開催するなど、日常の活動の報告とともに、保護

者の思いや意見などを聞き、家庭との連携を深めた。 

  小学校 中学校 合 計 

入室児童・生徒数（名） ２ ８ １０ 

適応指導教室からの 

学校復帰者数（名） 
０ １  １ 
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成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値 

不登校児童・生徒の学校復帰率 ６４％ ７０％ ８０％ 

点 検 及 び 評 価

●スクールカウンセラー配置事業(府継続事業） 

 個別の児童・生徒や保護者、教職員への相談活動が定着し、自発的にカウンセリ

ングを希望する人が増加している。中学校においては、校内適応指導教室へ通う生

徒に対してかかわることが多くなった。また、中学校区の小学校へのカウンセラー

派遣もニーズが高まっている。相談内容では、不登校等への指導や対応について、

的確な判断と支援が図られ、その課題の解決につながった。 

今後も、児童・生徒および保護者のニーズに応じたカウンセリングが実施される

よう、小・中学校間の連携を強め、相談体制の確立を図る。 

●スクールソーシャルワーカー活用事業（府継続事業） 

 ５つの小学校、３つの中学校において、継続してケース会議に参加し、アセスメ

ントとプランニングを行いながら、問題解決に努めた。ほぼすべてのケースにおい

て、こども家庭センター・市長部局等の関係諸機関との連携を図ることができた。

 スクールソーシャルワーカーを講師として、市内の生徒指導研修会を実施し、ア

セスメントとプランニングにかかわって、児童生徒の見立てについて教職員が研修

できた。 

 藤井寺市要保護児童等対策地域協議会にスクールソーシャルワーカーが構成員

として参加し、配慮を要する幼児・児童・生徒の状況把握ができた。 

 平成２６年度は、本市独自でスクールソーシャルワーカーを雇用し、効果的に活

用することで、各幼稚園・小・中学校の課題がある子どもたちへの適切な対応を充

実させることを目指したい。 

●適応指導教室 

 学校復帰に向けて、不登校傾向にある児童・生徒に対して、学校生活への適応を

促した。指導員・協力員がかかわることで、悩みを打ち明けたり、学習や進路につ

いて話し合ったりした。また、適応指導教室の卒業生の来室が増え、現在入室して

いる児童生徒との交流ができた。 

 学校や外部人材、指導員や指導協力員によるケース会議をもつことができ、学校

復帰にむけたプランニングを組み立てる作業ができたケースがあった。 

  また学校におけるケース会議にも指導員が参加し、完全学校復帰につながったケ

ースがあった。 

 今後も、各校の生徒指導担当の教職員とつながる中で、適応指導教室と各学校の

校内適応指導教室との連携を進め、児童・生徒の学校復帰等を含めた居場所作りに

努めていきたい。 

●不登校対策委員会 

 各学校において、児童・生徒に対するアンケートの実施・教育相談の拡充を進め、

不登校の未然防止、兆候の早期発見に努めた。児童・生徒への支援人材としてスク

ールフレンドやインターンシップ等を活用するとともに、校内適応指導教室の充実

を図り、不登校児童・生徒の学校復帰をめざす必要がある。 
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施 策 名 １１ 教育の情報化 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課 学校教育課 

主要施策 ３）情報教育の充実 

平成 25 年度実績

●ＩＴ活用教育サポート事業 

学習に対する興味関心を高めるためにコンピューターや提示装置等情報機器活

用推進のため以下のような取組みを行った。 

・情報機器の授業での活用 

・全小中学校で、問題データーベースソフトの活用   

・各校で実施された ICT の活用事例を紹介 

※下記グラフは、学習に対する興味関心を高めるためコンピューターや提示装

 置等を活用して効果的に提示することができる本市の教職員の割合である。

    （できる、わりとできると答えた教職員の割合・・・小学校約８７％  

中学校約６５％）  

  （平成２５年度学校における教育の情報化に関する実態等に関する調査より）

●各幼稚園・小中学校のホームページの充実 

適切なホームページ更新のため、随時会議等で指導を行った。 

点 検 及 び 評 価

●ＩＴ活用教育サポート事業 

今回の数値は、小学校５％、中学校１０％向上し、授業方法が工夫・改善されて

きている。今後、新たな情報端末（タブレット関係）がＩＣＴ活用の主流となるこ

とが予想されるので、その活用研究を進める必要がある。 

●各幼稚園・小中学校のホームページの充実 

幼稚園、小・中学校ホームページ公開による積極的な情報発信を行っているが、

その充実度には差があった。また情報発信の即時性や信頼性にも課題が見られた。

今後この課題を分析し、研修等で技術や体制作りの支援を行う必要がある。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

パソコンを活用し授業を実施した教職員の割合 ６８％ ７６％ １００％ 
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施 策 名 １２ 国際化への対応 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課 学校教育課 

主 要 施 ４）国際理解教育の充実 

平成 25 年度実績

●外国人指導助手（ＡＬＴ）の活用 

平成２４年度から中学校新学習指導要領の実施に対応するため、中学校区にＡＬＴ

を配置し、中学校区での小・中学校の連携を進めた。 

中学校区 小学校 

藤井寺中学校 藤井寺小学校、藤井寺南小学校、藤井寺西小学校 

道明寺中学校 道明寺小学校、道明寺東小学校、藤井寺小学校 

第三中学校 藤井寺小学校、藤井寺北小学校、道明寺南小学校 

●外国語活動推進サポーター 

地域ボランティアによる外国語活動推進サポーターを活用し、５・６年生児童への

学習効果を高めるため活動に戸惑う児童への個別の支援など、児童個々の学習支援を

積極的におこなった。   

●小・中学校連携の推進 

各小・中学校代表者による英語教育推進委員会を組織し、話し合いを通して一定の

方向性を導き出し、小学校における外国語活動のカリキュラムの作成や教職員対象の

外国語活動研修などを行った。また、道中校区では、いきいきスクールで、中学校英

語教諭が小学校で授業を行い、小・中間のギャップをなくす取り組みを実施し、その

成果を市全体に広めた。 

点 検 及 び 評 価

●外国人指導助手（ＡＬＴ）の活用 

ＡＬＴを市内の全小学校に一年間を通して配置する事により、子どもたちは日常的

に異文化にふれ、国際感覚を養うことができた。また、ＡＬＴとの関わりの中で、ネ

イティブの発音・音声を聞き、言語感覚を高め、コミュニケーションの素地を養うこ

とができた。中学校の英語活動を充実させるため、中学校中心にＡＬＴを配置し、外

国語活動と中学英語のギャップ解消に向けて指導担当者との授業中の連携強化をさ

らに進めていく必要がある。 

●外国語活動推進サポーター 

 小学校外国語活動でのコミュニケーションの充実のため、地域ボランティアを各小

学校へ配置して、一人ひとりを大切にし、外国語活動の学習効果をより高める事がで

きた。さらに効果的な支援方法を考えていく必要がある。 

●小・中学校連携の推進 

・小・中学校の教職員が連携し、外国語活動のカリキュラムの作成や評価について、

意見交換を通して、校種をこえた理解を深めることができた。 

・英語教育推進委員会の中で、いきいきスクールでの成果を広め、小学校の「外国

語活動」から中学校の「英語」への格差の解消につなげ、担任中心の外国語活動に

していくように取り組んでいく必要がある。 

平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成27年度目標値

ＡＬＴ事業実績時間数 １,９７１時間 １,９９５時間 ２,０００時間 
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施 策 名 １３ 世界遺産学習の推進 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （２）豊かな心と「確かな学力」の育成 
所 管 課

学校教育課 

文化財保護課 主要施策 ５) 「藤井寺」を誇りに思う教育の推進 

平成 2 5 年度実績

●世界遺産学習の実施 

わが町藤井寺に誇りを持ち、地域を大切に思う心を育むことを目的に実施した。

市内の全ての小学校において６年生を対象に８時間程度の授業を実施し、内１時間

は文化財保護課専門職員による出張授業を行い、市内の発掘調査で出土した埴輪や

土器に直接触れる機会を持つことができた。さらに藤井寺市観光ボランティアの会

に協力してもらい、現地でのフィールドワークも取り入れた。 

 また、平成２５年度からは、世界遺産学習の展示会をシュラホールで実施し、市

民の方々にも広く発信した。 

点 検 及 び 評 価

●世界遺産学習の実施 

文化財保護課専門職員による出張授業を通して、古代の埴輪や土器に興味・関心

を持ち、自分たちの身近な所に貴重な歴史資産が残されていることを知るきっかけ

となった。 

平成２５年度からはフィールドワークも取り入れている。歴史資産を実際に見て、

その場で説明を聞くことで、児童は実感を持って理解し、身近なものとして受け止

め、児童に地域を大切に思う心を育むことができた。 

さらに、この学習を通して児童が得たものを、校内新聞やパンフレット等にまと

め、展示会を開催し、市民に学習の様子を発信した。今後はさらに多くの市民に広

く学習の様子を発信していく方法を考えていく必要がある。

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

授業延べ時数 ５６時間 ５６時間 ７０時間 

世界遺産学習授業延べ時数変遷図
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（２）豊かな心と「確かな学力」の育成【学識経験者の意見】

○ 平成２６年度からの中学校給食のスムーズな実施に向け、中学校の教職員が小学校の給食の

様子を視察し、各中学校において生徒を対象に試食会を行う等、中学校の校内体制整備や準備に

必要な具体的な事項を明確にするなど、給食を中心とした食育を計画的に進められていることが

窺える。また、アレルギー疾患への対応・学校における食育の推進・学校給食の充実に係る研修

会を実施し、学校における食育の取り組みをすすめ、緊急対応についても組織として対処できる

体制づくりについて共通認識を持つことに努めてこられたことは評価できる。

○ 新たに、各学校に１名の学校司書を週２日配置し、図書購入費を増額するなど、学校図書館

の活性化に力を入れていることが窺える。学校図書館の開館時間が長くなり、児童・生徒が読書

に親しむ時間が増え、来館者数も増加していることは望ましい傾向である。教職員・学校司書・

学校図書館支援ボランティアが協力し、学校図書館が持つ、読書センター・情報センターとして

の機能を向上させ、さらなる学校図書館教育の充実が図られることが望まれる。

○ 放課後「ゆめ」教室事業では、市内全中学校で、放課後に余裕教室を利用して、地域人材「学

習アドバイザー」を活用し、自学自習力の向上と学習習慣の定着を図っている。個別に自主的な

学習できる場が保障され、生徒のより一層の学習意欲向上にもつながることに期待する。 

  また、学校により参加人数にかなりの差が見られるが、生徒にとってよりよい効果が発揮で

きるよう、内容、運営等の工夫を図られたい。

○ 藤井寺市学力向上推進支援事業では、市内全小・中学校を指定し、平成２４年度～２５年度

の２年間にわたって、指導力と授業力向上が学力向上につながるよう教育活動に取り組んでこら

れた。平成２５年度は、各校が２年間の取り組みについて、市内全校園の教職員や保護者、地域

の方々に公開する形で研究授業を行い、研究成果を発表・交流され、新たな課題解決に向けての

準備が整えられた。その成果を、今後の指導力・授業力向上に最大限生かされたい。 

○ 教職員研修については、様々な教育課題についてテーマが設定され、多くの教職員が参加し、

資質の向上が図られた。特に、昨今若い教職員が増える状況下にあって、経験の浅い教職員に着

目した研修は、今後の藤井寺市の教育を担う人材の育成の観点から非常に重要であると考えられ

る。今後は、現場の課題に対応した、より実践的な研修に留意されることを期待する。 

○ 藤井寺市では、夢と志をはぐくむ小・中学生のために、これまで「藤井寺『ゆめ』セミナー」

を実施してきた。今年度は新たに全小学校の５年生を対象に、「ゆめ・心のプロジェクト ドリ

ーム・プレゼンター学校派遣事業」を実施している。両事業を通して、子どもたちが夢や希望を

抱けるよう、今の自分を見つめ、また、学ぶことへの関心を高め、豊かな人間性や社会性をより

深めることにより、自ら未来を切り開くことができるものと推量する。今後も、引き続きこのよ

うな事業を展開されたい。
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○ 近年自然災害が頻発し、いつ、どこで災害が起こるか想定できない現状で、「自分の命は自分

で守る」という責任感・自尊感情を高め、他者を思いやる心や郷土を守る気持ち（郷土愛）を

持つことは極めて重要である。

そのため、藤井寺ジュニア防災リーダー育成事業に取り組み、２年目となり、市内中学生に

防災に関する知識や技能を習得し、災害対応能力を身に付け、昨年から引き続き育むことがで

きたことは高く評価できる。大変心強い取り組みであり、今後も引き続き推進していかれるこ

とを望む。

○ 市内７幼稚園すべてにおいて、各園が研究主題を設定し、特色ある幼稚園づくりに取り組み、

併設されている小学校との間で、園児・児童、教職員が連携を深めるための交流事業を実施し、

小学校の教育活動と円滑につながるよう取り組んでいる。公立幼稚園教育の特色をさらに推進

し、幼稚園、小学校それぞれの教育の一層の充実・発展のためにも、積極的な交流事業を求め

る。

○ スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーと学校が三位一体となって、不登校支

援の必要な児童・生徒への活用が広まり、的確な支援につながったことは、大いに評価できる。

今後も、スクールソーシャルワーカーが、各学校の要請に応じて、福祉の観点からも園児・児

童・生徒が抱える問題に対処し、外部関係諸機関とも連携した学校組織としての問題解決にあ

たられることを期待する。

○ 中学校での ICT 活用が 65％という状況は、中学校の授業改革に取り組む中で、時代の進展

に対応して重要課題としての検討をしてほしい。

○ 各小・中学校代表者により英語教育推進委員会を組織し、小・中学校が連携した系統的な授

業づくりを進めることは、藤井寺市の英語教育を進めていくうえで、有意義な取り組みだとい

える。また、中学校英語教員が、小学校の外国語活動の授業を行うなど、小・中間の段差の解

消を進め、その成果を市全体に広めたことは評価したい。このような取り組みを通し、教員自

身がグローバル化の中で英語教育の使命感を自覚し、率先して英語を楽しみ、親しむ感性を培

ってほしい。

○ 現在、古市古墳群の世界遺産の登録を推進している本市にとって、児童・生徒が地元藤井寺

市の文化財に接し、世界遺産学習を進めることにより「郷土に誇りを持つ」「郷土を愛する心

を育てる」機会となる。今後、市の次代を担う世代を育てる上でも非常に有益な取り組みとい

える。市独自に作成した「世界遺産学習ノート」を用いての学習、さらに文化財保護課学芸員

による出張授業や、観光ボランティア等の協力による市内「古墳めぐりフィールドワーク」な

ど、地域を巻き込んだ学習姿勢は、子どもたちにも得るものが大きかったと推察される。

 今後も引き続き、子どもたちの参加体験型学習の充実を図られたし。また、中学生に対する

継続的な取り組みも期待する。
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施 策 名 １４ 成人教育団体の育成

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （３）行政活動への市民参加の拡大 
所 管 課 生涯学習課

主要施策 １）市民活動への支援の充実 

平成 25 年度実績

●市立学校園ＰＴＡ連絡協議会の活動 

・ＰＴＡ活動の振興を図ることを目的として、藤井寺市立学校園ＰＴＡ連絡協議

会に２３８，０００円の補助金を交付した。 

・市立学校園ＰＴＡ連絡協議会の主催で、９月１４日（土）の教育講演会「ニュ

ースの現場から見た子ども達」を事務助成した。講師としてＭＢＳ毎日放送スペ

シャリスト石田英司氏を招き実施した。保護者・教職員を含め１８０名の参加が

あった。 

●藤井寺市連合婦人会の活動 

・藤井寺市連合婦人会の振興を図るために１００，０００円の補助金を交付した。

・藤井寺市連合婦人会は年間を通じて編物及びリフォーム教室を実施し、１月に

作品展示を行った。また、６月にゴキブリ団子と石鹸を作り１１月にみそづくり

を実施した。事務局として企画運営に関しての助言を行った。各教室も３０名以

上の参加者を集めた。 

点 検 及 び 評 価

●市立学校園ＰＴＡ連絡協議会の活動 

事業に補助金を交付することにより、家庭と学校との連絡協調により、家庭教

育の充実と各地域での青少年健全育成活動を行うＰＴＡ活動の振興が図られ、子

どもを取り巻く社会情勢、友だちとの関わり、スマホの扱いなど子どもの教育に

ついて知識を深め各部会活動に役立ったとの声があった。 

●藤井寺市連合婦人会への支援 

女性対象教室事業に補助金を交付することにより、市内の女性の地位向上と教

養を高め、明るい地域づくりのための活動を推進している藤井寺市連合婦人会の

振興が図られた。

成 果 指 標 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

学校園ＰＴＡ連絡協議会教育講演会参加者数 ２００名 １８０名 ２００名 
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施 策 名 １５ 図書館ボランティアの育成

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （３）行政活動への市民参加の拡大
所管課 市立図書館

主要施策 １）市民活動への支援の充実

平成 25 年度実績 ●子どもの読書推進のため 、おはなし会の語り手を養成する講座を開催

①ストーリーテリング入門講座（全４回）受講生 ４３名

②ストーリーテリング指導者研修会 （全２回）受講生 ４９名

（決算額：６９，０００円）

「藤井寺市ボランティアサークルおはなしころりん」人数３７名

●視覚障がい者への読書支援としての朗読ボランティア養成 

①朗読講習会（上級）  （全１０回）  受講生  ６１名

②朗読講習会（専門）  （全１０回）  受講生 ２３９名

（決算額：２１０，０００円）

「藤井寺市朗読の会ひびき」人数３３名

点 検 及 び 評 価

●子どもの読書推進のため 、おはなし会の語り手を養成する講座を開催

 平成２５年度は、おはなしを語るための入門講座を開講した。修了後、おはなし

の語り手として、ボランティアグループへの入会者もいた。また、すでに活動中の

ボランティアについては子どもの読書意欲を高められるような、語り方、おはなし

会のプログラムの構成についてなど研鑽を重ねた。

●視覚障がい者への読書支援としての朗読ボランティア養成

 朗読ボランティアについては、「紙芝居と絵本の読み聞かせ」のほか、図書館主

催の行事に参加・協力したり、録音図書を製作するなど、児童と視覚障がい者の読

書支援に効果を発揮している。

今後、さらにこれらボランティアへの支援を充実していく。

成 果 指 標 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

語り手及び朗読ボランティア人数 ７２名 ７０名 ９０名

H20 H21 H22 H23 H24 H25
語り手派遣回数 185 190 218 215 194 215

160

170

180

190

200

210

220

230

語り手派遣回数
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施 策 名 １６ 地域青少年教育の推進

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （３）行政活動への市民参加の拡大
所 管 課 生涯学習課

主要施策 １）市民活動への支援の充実

平成 25 年度実績

●こども会育成連絡協議会への支援

・子どもたちの健やかな成長と、青少年の健全育成を推進する団体として、藤井

寺市こども会育成連絡協議会に補助金を交付するとともに、活動の充実に向けた

支援を行った。

・こども会育成連絡協議会には市内の１２のこども会が加入しているが、未加入

のこども会も多く、「市こ連とは？」として、従来白黒の広報紙をカラー刷りに

変更するなどし、周知、勧誘活動に努めた。

・事業としては、市と共催し、中学生対象中学生クラブ（参加者６９名）、小学

５～６年生対象小学生クラブ（参加者１０５名）、中学生クラブ・小学生クラブ

生を対象にファイナルキャンプを実施した。（参加者３７名）

●青少年リーダー協議会への支援

・当該協議会は、独自事業として、小・中学生合同キャンプを実施し、また市主

催事業である事業やこども会育成連絡協議会などが行う各種事業に青少年リー

ダー協議会のメンバーが参加し、指導協力を行うほか、単位こども会事業に対し

ても、青少年リーダー協議会のメンバーが指導者として参加協力を行うなど、市

の青少年教育に貢献した。

・市として青少年指導者養成講習会等の修了者に対し、実践活動の場として当協

議会を紹介するなどし、人材発掘の支援をおこなった。

点 検 及 び 評 価

●こども会育成連絡協議会への支援

・地域の青少年教育を推進していくためには、各青少年団体を育成、支援してい

くことが不可欠であり、子どもたちの健やかな成長と、青少年の健全育成を推進

することを目的とし活動を行うこども会育成連絡協議会への支援は有効である

と考えるが、加入こども会数の減少が課題である。

・こども会育成連絡協議会の活動の充実を図っていくためには、世話役となる保

護者の役割は非常に重要であり、保護者の理解や協力を得るために、また未加入

のこども会への加入推進のため、広報紙などによる活動や目的の周知活動に取り

組むことは必要である。

●青少年リーダー協議会への支援

・青少年リーダー協議会は、大きく分けて育成部と事業部で活動しており、心身

ともに健全な青少年の育成及びリーダーとしての指導者の育成にも非常に大き

な役割を果たしているものと考えている。

・青少年リーダー協議会の活動を継続していくためには、指導者の確保と育成に

努めていくことが重要となっている。

成 果 指 標 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

市こ連全事業参加子ども数 ２１１名 １７４名 ２５０名
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施 策 名 １７ 地域教育推進連絡会の活動 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （３）行政活動への市民参加の拡大 
所 管 課 学校教育課 

主要施策 ２）市民主体による行政活動の仕組みの整備

平成 25 年度実績

●地域教育推進連絡会の活動 

  各小・中学校区で組織し、地域と学校をつなぐ活動等を企画し、連携を深めるた

めの活動を実施した。 

  これまで実施されていた校区フェスティバルに加え、緑化・美化活動等の環境整

備を地域と一体となって実施した。地域教育推進連絡会としては、今年度も子ども

たちのために力を結集し、児童・生徒が参加する活動を地域・学校・ＰＴＡの協力

のもと企画し実施した。 

学校名 主な活動事業名 

藤井寺小学校 

わくわくランド 

緑化活動 

見守り活動 

藤井寺南小学校 

にこにこタイム 

にこにこフェスティバル 

校庭の芝生化維持管理 

藤井寺西小学校 
運動場土曜開放(年間） 

校庭の芝生化維持管理 

藤井寺北小学校 

縄跳び指導 

お話会 

和紙工作教室 

道明寺小学校 
道小フェスティバル 

昔遊び指導 

道明寺東小学校 
子どもネットワークフェスティバル 

縦割り地域清掃活動 

道明寺南小学校 
日本文化を学ぶ授業 

土曜日学校開放 

藤井寺中学校 

ふじねっとプラザ 

クリーンアップ大作戦 

学校図書館環境整備 

道明寺中学校 

美化活動・学習支援 

見守り活動 

学校図書館環境整備 

第三中学校 
緑化活動・清掃活動 

学校図書館環境整備 
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成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

地域教育推進連絡会参加者数 ２２４名 ２２４名 ２５０名 

点 検 及 び 評 価

●地域教育推進連絡会の活動 

・これまでの校区フェスティバルを継続しつつ、美化活動・緑化活動等、学校環

境整備や学校図書館の環境整備を重点的に行い、保護者・地域とともに事業が展

開された。今後は、さらに組織的な活動を実施し、これまで以上に学校・保護者・

地域が一体となって、子どもたちの健全育成を図ることが重要である。 

・今後は、「学力向上、学力保障」に関して、学校を軸にして『学校・家庭・地

域』がどのような連携・支援ができるのか、各学校の実態、主体性等を尊重した

新たな活動を検討することが求められる。 
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（３）行政活動への市民参加の拡大【学識経験者の意見】

○ 各小・中学校において地域教育推進連絡会を組織し、地域と学校との連携を深めるため

に、校区フェスティバルや、緑化・美化活動、学校図書館の環境整備などの活動を実施

していることは非常に有意義である。学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子

どもを育てる体制や教育環境づくりの充実に向けての機運を高め、今後も持続されるこ

とを期待する。併せて、課題や問題点を共有し、連携による教育効果を活用し、改善を

図っていくことが重要だと考える。  

○ 各種団体、地域ボランティアとの連携は、引き続き強化されており、市民との協働は図

られていると推察できる。市民活動への支援が形骸化することのないよう、今後も市とし

ての支援のあり方など、検証していくよう願いたい。
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施 策 名 １８ 施設の適切な維持補修 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （４）スポーツを通じたコミュニティの活性化
所 管 課 スポーツ振興課

主要施策 １）時代ニーズに対応したスポーツ施設の整備 

平成 25 年度実績

●施設の修繕 

 本市が管理する各種スポーツ施設のうち、経年劣化の著しい部分について、順次

修繕を行い、利用者のよりよいスポーツ活動の環境作りのための整備を行った。 

【屋外体育施設】 

①スポーツセンター倉庫 外灯修繕    （決算額：60,900 円） 

②スポーツセンター管理棟樋補修修繕   （決算額：99,540 円） 

③スポーツセンター駐車場補修修繕    （決算額：63,000 円） 

④サッカーゴール低部腐食修理 3件    （決算額：160,125 円） 

⑤津堂市民野球場冠水による水路工事   （決算額：176,505 円） 

⑥青少年グラウンド防球ネット補修修理  （決算額：273,000 円） 

⑦青少年グラウンドネットフェンス 修理 （決算額：147,000 円） 

⑧その他、各施設の水栓修繕等  （決算額：267,834 円）（緊急修繕） 

【屋内体育施設】 

①据置鉛蓄電池用触媒栓更新       （決算額：153,300 円） 

②駐車場区画線（ライン工事）      （決算額：84,000 円） 

③増設ベル設置             （決算額：66,150 円） 

④電気室/有圧換気扇取替         （決算額：76,440 円） 

⑤タイマー時計修理           （決算額：89,250 円） 

⑥競技場/放送設備メーカー修理      （決算額：91,980 円） 

⑦トレーニング器具保守点検後の修理   （決算額：214,368 円） 

⑧蛍光灯器具修理            （決算額：87,150 円） 

⑨その他、トイレの水漏れ等修繕     （決算額：251,169 円）（緊急修繕） 

●施設の整備 

①船橋河川敷運動広場軽水洗（2 台）   （決算額：675,150 円） 

②小山河川敷運動広場軽水洗（2 台）   （決算額：675,150 円） 

③津堂市民野球場軽水洗（4 台）     （決算額：1,157,068 円） 

④卓球台の取替（１０台）        （決算額：938,700 円） 

⑤サッカーゴールの取替          （決算額：1,722,000 円） 

⑥耐震診断委託料            （決算額：2,429,700 円） 

⑦体育館大規模改修工事         （決算額：46,840,500 円） 

監理業務委託         （決算額：1,489,950 円） 

設計業務委託         （決算額：2,629,700 円） 

＊日本スポーツ振興センター振興くじ助成金 

    市立市民総合体育館大規模改修工事         26,774,000 円 

スポーツセンターサッカーゴール取替事業（子供用）672,000 円  

スポーツセンターサッカーゴール取替事業（大人用）667,000 円 

         （助成額 28,113,000 円）

●「藤井寺市スポーツ施設・設備整備計画書」の改訂 

 平成２３年度に策定した、「藤井寺市スポーツ施設・設備整備計画書」について、

計画通り整備実施できたものを計画内容から除くとともに、新たに整備が必要と思

われる施設や設備を調査を行った上で本計画書の改定を行った。 
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点 検 及 び 評 価

●施設の修繕 

 各項目に関しては、平成２５年度予算として計上し、計画どおり完了した。 

また、緊急による施設及び設備の修繕等も行った。 

 今後ともあらゆる箇所で破損、故障が生じることが予想されるので、全スポーツ

施設を再度点検し、優先順位を設けながら計画的な施設の整備を実施していく。 

●施設の整備 

 日本スポーツ振興センター振興くじ助成金を活用した、市民総合体育館競技場の

大規模改修のほか、大型備品（サッカーゴール）の購入を行うことができた。 

今後も継続してスポーツ施設全体にかかる大規模改修に向けて、施設・設備整備

計画書を見直し、その整備にかかる費用を確保するために継続的に特定財源の確保

に努める。 

●「藤井寺市スポーツ施設・設備整備計画書」の改訂 

 平成２６年度から２８年度の３か年の整備計画書を策定し、計画的なスポーツ施

設及び設備の整備を行うための指針を示すことができた。 

ただし、平成２６年度から、市の施設の一元化管理という方針に伴い、課として

の今後の整備計画の方向性について、担当部署と調整していく必要がある。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

施設整備の達成率 １００％ １００％ １００％ 
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施 策 名 １９ スポーツ推進委員の活性化

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （４）スポーツを通じたコミュニティの活性化
所 管 課 スポーツ振興課

主要施策 ２）総合型地域スポーツクラブの育成

平成 25 年度実績

●各種事業における相互協力

 スポーツ振興課が関連する事業に対し、年間を通じて相互協力のもと、その運営

を行った。

○主な実績内容

①Ｆｕｊｉりんぴっく２０１３を開催した。（小学生による陸上競技記録会）

参加者：１３２名

②ふじいでらノルディックウォーキング講習会の開催にかかる参加者の安全

確保並びに運営協力を行った。 ８回開催 参加者：２６５名

③市民を対象とした体力テストを実施した。 参加者７４名

④藤井寺市民ニュースポーツフェスタの開催にかかる、フロアカーリングの運

営協力及びノルディックウォーキング体験会の運営協力を行った。

    参加者：３０４名

⑤藤井寺北小学校主催による「チャレンジクラブ」へ、ニュースポーツの指導

員として参加した。

⑥南大阪駅伝競走大会開催にかかる運営協力を行った。

⑦２０１４ 藤井寺市民マラソン大会開催にかかる競技役員として運営協力

を行った。参加者：７９６名

⑧その他、自己の資質向上のため、各種研修会や実技講習会に、自主的に参加

した。 

藤井寺市スポーツ推進委員（定数：１５名）

平成２５年度の委員数：１５名（内、男性７名、女性８名）

点 検 及 び 評 価

●各種事業における相互協力

 生涯スポーツの普及・振興を目的として、スポーツ推進委員が年間を通じて従事

している活動内容は多岐にわたり、各種事業における市との協働体制も充実してい

る。

 今後も事業を実施する際には、その事業の企画段階からスポーツ推進委員の積極

的な参画を促し、スポーツ推進委員会を組織としてより確立するとともに、委員

個々のリーダーとしての自覚を促す。

成 果 指 標 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

ｽﾎﾟｰﾂ推進委員会主催事業への参加者数 １９５名 ２０６名 ２８０名
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施 策 名 ２０ 小・中学校体育施設の開放 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （４）スポーツを通じたコミュニティの活性化
所 管 課 スポーツ振興課

主要施策 ２）総合型地域スポーツクラブの育成 

平成 25 年度実績

●学校体育施設の開放 
 市内小・中学校の体育施設（運動場１０校・屋内運動場１０校）を開放し、
市民で構成されたスポーツ・レクリエーション団体が、年間を通じて使用した。
  運動場：土、日、祝日を開放。５３，８３５名が使用。 
  屋内運動場：平日の夜間及び土、日、祝日を開放。４８，５７８名が使用。

点 検 及 び 評 価

●学校体育施設の開放 

 市内の小・中学校の体育施設を有効利用し、地域のスポーツ愛好者（団体）

が自主的にスポーツ活動を行う場を提供することができた。また、そのことに

より、地域住民のスポーツの活性化と、相互のコミュニケーションづくりに役

立てることができた。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

小・中学校体育施設年間利用者数 １０６，０３２名 １０２，４１３名 １２０，０００名
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施 策 名 ２１ 各種スポーツ事業の展開 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （４）スポーツを通じたコミュニティの活性化
所 管 課 スポーツ振興課

主要施策 ２）総合型地域スポーツクラブの育成 

平成 25 年度実績

●トレーニング講習会の開催 

 腰痛、肩こり予防のためのトレーニング方法や、メタボリック症候群予防・解消

のためのトレーニング方法など、専門トレーナーによる講習会を開催した。 

（年３回開催 講習会参加者数：６６名） 

●トレーニング相談会の実施 

 市民総合体育館トレーニングルームを日常利用している市民を対象として、一定

の時間専門トレーナーを常駐させ、トレーニング方法などの個人相談を受け付け

た。（年４回開催 相談依頼者：１７名） 

●ふじいでらノルディックウォーキング講習会の実施 

 春季４回・秋季４回の計８回にわたり、市民を対象としたノルディックウォーキ

ング講習会を実施した。 

 日本ノルディックウォーキング協会専門トレーナーの指導により、基本的な歩き

方の練習の後、市内約４km のコースを参加者全員でウォーキングを実施した。 

（春季：１５３名 秋季：１１２名） 

●市民が気軽に参加することができるスポーツ事業の普及促進 

 ９月２日～１０月１３日の間、バレーボール、野球などの１７種目で市民総合体

育大会を開催した。（主催：藤井寺市体育協会 後援：藤井寺市教育委員会、藤井

寺市） 

 （参加者：３，１３９名） 

●藤井寺市民マラソン大会の開催 

 市民の健康と体力の向上を図り市民相互の親睦を図ることを目的として、「２０

１４ 藤井寺市民マラソン大会」を石川河川敷サイクルロードを利用して開催し

た。（主催：スポーツフェスティバル実行委員会 藤井寺市教育委員会 藤井寺市）

（参加申込者：６７１名） 
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点 検 及 び 評 価

●トレーニング講習会の開催 

 基本的な講習内容が、腰痛予防あるいは肩こり防止など、日常生活に密接に関わ

っている身体の問題であることから、受講者の関心も高く、ほぼ予定していた受講

人数となっている。 今後も継続して進めていく。 

●トレーニング相談会の実施 

 トレーニングルームを日常的に活用している市民を対象としているため、相談依

頼者数は少ないものの、一定の時間帯ではあるが、専門トレーナーが常駐している

ことに対しては利用者から高評価を得ている。  

 相談会を実施する曜日が４回とも同じであったので、次年度に関しては専門トレ

ーナーと協議し、各相談会の実施曜日を変えることにより、相談依頼者数の増加に

努めていく。 

●ふじいでらノルディックウォーキング講習会の実施 

 春季・秋季を通じて８回の講習会を開催し、多くの市民から高評価を得ることが

できた。 

 また、ウォーキングコース途中の古墳や史跡に関する歴史や言い伝えなどを文化

財保護課職員が説明し、参加者が興味を持つような工夫を行った。 

平成２６年度以降も継続して実施していく方向で企画を行うとともに、ウォーキ

ングコースの再検討を行い、ノルディックウォーキングに対する市民の関心を高め

ていく。 

●市民が気軽に参加することができるスポーツ事業の普及促進 

 市民総合体育大会については、参加者数が約３，２００名と減少はしたものの、

各競技種目とも円滑な運営を行うことができた。 

平成２６年度以降についても主催者である体育協会と連絡調整を密にし、参加者

数の増加を図っていく。 

●藤井寺市民マラソン大会の開催 

 復活開催となった、「２０１４ 藤井寺市民マラソン大会」については、体育協

会及びスポーツ推進委員会等各種団体の協力を得て、無事開催することができた。

 今大会の実施に際し、さまざまな反省点や改善箇所を精査し、実行委員会で協議

するとともに、ひとりでも多くの市民が、気軽に参加することができるマラソン大

会となるよう努めていく。 

主な反省点・改善必要箇所 

 ・各部門のスタート位置がわかりづらかった。 

 ・監察員の配置ポイントに配置してもらう時間から、実際に選手が出発するまで

の時間が長すぎた。 

・本部周辺のスタッフの人数が手薄であったため、運営に余裕がなかった。 

 （特にゴール付近の選手を整理する人員が不足していた） 

・今回の大会は、教育委員会事務局各課の職員に協力していただいたが、全体的

に運営スタッフの人数に余裕がないため、市の職員の協力もお願いしたい。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

市民総合体育大会参加者数 ４，０２７名 ３，１３９名 ４，２００名 
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施 策 名 ２２ スポーツを通じた交流事業 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （４）スポーツを通じたコミュニティの活性化
所 管 課 スポーツ振興課

主要施策 ２）総合型地域スポーツクラブの育成 

平成 25 年度実績

●山添村との交流 

 山添村との交流事業として、夏期に少年軟式野球交流事業を藤井寺市で開催し、

両市村合わせて５０名の参加があった。 

 秋期には、ゲートボール交流大会を藤井寺市で開催し、両市村合わせて８０名の

参加があった。 

●大阪府体育連合との連携 

 大阪府体育連合との共催事業である、大阪府総合体育大会南河内地区大会を、各

市町村体育協会の主管により実施した。（南河内地区大会参加者数：１，４６２名）

点 検 及 び 評 価

●山添村との交流 

 山添村との交流事業に関しては、両市村レベルで根本的な見直しをしており、今

後スポーツ交流事業に関しても、事業形態や参加対象者（団体）等を再検討し、継

続して、事業の実施方法、必要性などを協議していく。 

●大阪府体育連合との連携 

 大阪府総合体育大会で実施される各種目に、南河内地区の競技スポーツ団体が参

加することにより、スポーツを通じた広域的な相互交流を図る。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

山添村交流事業の参加者数 １３２名 １３０名 １８０名 
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施 策 名 ２３ ニュースポーツの普及・振興 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （４）スポーツを通じたコミュニティの活性化
所 管 課 スポーツ振興課

主要施策 ３）ニュースポーツの普及 

平成 25 年度実績

●市民ニュースポーツフェスタの開催 

 藤井寺市民スポーツフェスティバル実行委員会主催による、市民ニュースポーツ

フェスタを、１１月に開催し、そのメイン種目として、フロアカーリング競技大会

を実施した。 

 また、多目的室では吹き矢体験、プールサイドではノルディックウォーキング体

験会を実施した。（市民ニュースポーツフェスタ参加者数：３０４名） 

●ニュースポーツの普及 

 年間を通じて、スポーツ推進委員と連携し、市内各地域において、各種ニュース

ポーツの指導と紹介を行った。 

点 検 及 び 評 価

●市民ニュースポーツフェスタの開催 

 誰もが気軽に参加することができるニュースポーツの事業を開催し、ニュースポ

ーツの普及・振興が図られた。 

 今回で３回目となるノルディックウォーキングに関しては、今年度、「ふじいで

らノルディックウォーキング講習会」という形で８回講習会を開催したこともあ

り、市民ニュースポーツフェスタの中では、ノルディックウォーキングの基礎的な

歩き方の紹介を行った。 

●ニュースポーツの普及 

 地域への指導・紹介活動に関しては、スポーツ推進委員の役割の中でも大きな割

合を占めているので、今後とも地域からの要望に応じた活動を実施していく。 

 市民の健康増進を図ることを目的とし、特に高齢化社会に向けたスポーツコミュ

ニティの構築を目指す。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

市民ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ参加者数 ３７９名 ３０４名 ４００名 
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（４）スポーツを通じたコミュニティの活性化【学識経験者の意見】

○ 「藤井寺市スポーツ施設・設備整備計画書」に基づき計画的に施設の整備が行われてい

ることが窺える。その整備に際し、日本スポーツ振興センターが実施している「スポー

ツ振興くじ助成制度」などの補助金を活用することは、大規模な改修を行う上では、市

の財政面からも非常に有効であり、大いに評価したい。

   市の施設の一元管理ということもあるが、引き続き、各施設や設備の破損や故障には、

迅速かつ万全な対応を講じられたい。

○ 「藤井寺市民マラソン大会」が再び、開催されることとなったことは、市民の健康と体

力の向上を図り市民相互の親睦を図る目的からしてもすばらしいことである。６７１名

もの参加があったということが、この行事に対する市民の関心度の高さを表していると

思われる。今回の開催においては、いろいろ反省点、改善点があげられているので、次

回開催時にはこの反省点を生かし、さらにすばらしい大会にしていただきたい。
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施 策 名 ２４ 青少年指導員会の活性化 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実
所 管 課 生涯学習課 

主要施策 １）社会教育関係団体の指導・育成 

平成 25 年度実績

●青少年指導員の活動 

・藤井寺市青少年指導員３５名（非常勤特別職）が、地域や学校、青少年関係団

体等と協力し、青少年の健全な指導育成を図るため諸活動を実施した。 

①市内パトロールの実施 

青少年を非行から守り健全な育成を図るため、羽曳野警察、富田林少年サポ

ートセンター、教育委員会、小・中・高等学校や関係団体と連携し、毎月第三

木曜日（８回）、放課後時間帯に合わせ市内のパトロールを実施し、喫煙や服

装等について、注意、指導を行った。また、７、８月の夏休期間中には、夜間

パトロール（２回）及び葛井寺・辛国神社・道明寺天満宮の夏祭等の開催時に

巡視パトロールを実施した。その他、少年を守る日（５日）には、広報車両に

より小学校区の巡回と啓発活動を実施した（５回）。 

②「ふじいでらかぁにばる」（藤井寺市民文化祭）の開催 

市内で文化活動を行っている青少年を中心とした団体の方が日頃の文化活

動の成果を発表する場として、自らが運営委員会に参加し、また青少年指導員

が企画運営を行い、市民総合会館別館大ホールにおいて、「ふじいでらかぁに

ばる」を開催した。平成２５年度は、８月１１日（日）に実施、１５組の団体

が演奏やダンス等を発表、会場には参加者３４８名を含め約９００名が集まっ

た。 

③児童絵画展の開催 

１１月５日（火）～１５日（金）の期間、市役所１階ロビーにおいて、市内

小学校４年生（各クラス５枚程度）の作品を対象とした児童絵画展を開催した。

④あい・うぉーくの実施 

１２月８日（日）に、青少年指導員会と藤井寺ライオンズクラブの共催で、

藤井寺市観光ボランティアの協力を得ながら、藤井寺北小学校児童を対象とし

て、校区内の歴史的遺産を散策する「あい・うぉーく藤北小学校」を実施した。

（参加児童数３５名） 
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点 検 及 び 評 価

●青少年指導員の活動 

・青少年の健全育成を有効に進めていくためには、指導員自らが研修会等へ参加

する、また他市町村の専門指導員等と情報交換や連携をすることができるよう、

推進していく必要がある。 

①市内パトロールの実施 

羽曳野警察や富田林少年サポートセンター、学校関係者等と協力し、定期的

に市内のパトロールや街頭啓発を実施している。こうした取り組みは、青少年

の非行への防止や抑止力となり、また関係機関との連携が密接なものとなるた

め、青少年の健全育成に非常に大きな役割を果たしているものと考えられる。

但し、パトロールエリアについては、より地域に密着したものとするため考慮

していく必要がある。 

②「ふじいでらかぁにばる」（藤井寺市民文化祭）の開催 

様々な文化活動の発表や交流の機会となったほか、指導員自らが主体となっ

て事業を企画運営することで、会員相互の連携や協力が一層高まった。しかし、

青少年健全育成を図るという本来の趣旨に立ち戻り、事業目的を明確化してい

くよう見直しを行っていく必要がある。 

③児童絵画展の開催 

これまで作品のテーマについては自由としており、青少年健全育成という趣

旨に沿っていなかった側面があるので、事業趣旨の整理を行う必要があるた

め、一旦休止し、有効な事業の在り方を検討する。 

④あい・うぉーくの実施 

児童が自らの校区内の歴史遺産を散策し、クイズ等を通じて、その再発見や

郷土の歴史を学ぶことで、身近な歴史遺産に親しみ、郷土への愛着を持っても

らう、良い機会になったと考えられる。また、世界遺産への登録推進への観点

からも児童が、身近な歴史遺産への興味や価値を認識することは、有益であり、

継続的な実施が必要と考えられる。なお、実施にあたっては、開催時期の変更

等の検討が必要である。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

青少年指導員会主催事業への参加者数 ９２１名 ９３５名 ９５０名 
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施 策 名 ２５ 生涯学習センター機能の充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実
所 管 課 生涯学習課 

主要施策 ２）自主学習グループへの支援 

平成 25 年度実績

●市民学習活動への支援 

・市民の生涯学習活動の拠点施設としての役割を果たしていくため、必要な設備

や備品等も整備しながら登録グループのニーズに応じた諸室の貸し出しを行っ

た。 

・ ・文化教室の古典文学教室の卒業生を母体として「万葉空間」などがあり、同じ

く文化教室の英語学習基礎教室の卒業生により「Yellow Club」などがサークル

活動を行っており登録グループとして諸室を拠点に活動された。 

・

年度（平成） ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

グループ数 ７３ ７３ ７７ ７７ ７０ 

・

●ふれあいカフェの運営 

１階喫茶コーナーを有効活用し、市民が世代を問わず、集え、交流しあえる場と

してボランティアの方々の運営による「ふれあいカフェ」を平成２２年７月開設し

た。３周年を迎えた今年度は一日の利用者が１００名を超える日が多く盛況であっ

た。 

●各種事業への後援 

社会教育団体が行う各種事業のうち、広く門戸が開かれ教育的であると認められ

る事業に対して後援を行った。（後援数：２７事業） 

点 検 及 び 評 価

●市民学習活動への支援 

主に各登録グループにより生涯学習センター諸室を利用しているが、引き続き諸

室の機能充実や屋外庭園などの有効活用に努める。 

●ふれあいカフェの運営 

施設の利用者や市民の方々に大変好評を得ており、市民の交流の場、市民の憩い

の場として開設目的を達成している。 

●各種事業への後援 

社会教育団体の各種事業へ後援を行うことで、市民に対しては安心して学べる教

育の場の情報提供となっている

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

グループ登録団体数 ７７団体 ７０団体 １００団体 
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施 策 名 ２６ 地域における成人教育の充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実
所 管 課 生涯学習課 

主要施策 ３）ライフステージに対応した生涯学習事業の充実

平成 25 年度実績

●成人式の開催 

新成人を対象に、式典やその後の催しを、新成人による実行委員会形式で、市民

総合会館において実施した。 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

対象者数 ６７４ ６７５ ６４１ ６０８ ６９９ 

出席者数 ４８７ ４８５ ４６６ ４３６ ４９０ 

出席率（％） ７２．２ ７１．９ ７２．７ ７１．７ ７０．１

●成人教育事業の開催 

幼児親子教室（５回：４８８名参加）、子育てママのおしゃべりサロン（１２回：

１８８名参加）、藤井寺高校公開講座（４回：１３７名参加）を実施した。 

●人権学習の推進 

小・中学生の保護者（ＰＴＡ）を対象とした人権啓発に関する講座を、小・中学

校とともに実施した。 

学校名 開催日時 テーマ 講師 

藤井寺小学校 9 月 29 日 不登校～子育て支援から見えてく

るもの～ 

仲谷美千代

藤井寺南小学校 10月 27日 親の困り感！解決のヒントは？ 黒田尚美 

藤井寺西小学校 10 月 6 日 子どもたちに夢を～人権意識を高

揚するための希望のコンサート～

谷村效央 

藤井寺北小学校 11月 17日 保護者も学ぼうＣＡＰプログラム

～子どもへの暴力のない社会を目

指して～ 

伊藤栄子 

道明寺小学校 11月 30日 LINE等のネットコミュニケーショ

ンの実態、人権にかかわるネット

いじめについて 

栗津千草 

道明寺東小学校 3 月 1 日 子育てについて 上條佳彦 

道明寺南小学校 7 月 12 日 児童虐待について 野口雅彦 

藤井寺中学校 1 月 13 日 自他の命を守り・育み、自他を思

いやり、そして「生きる力」を育

成する食育の推進について 

中野長久 

道明寺中学校 2 月 25 日 家庭と地域で育てる子どもたち 田中慶治 

第三中学校 7 月 11 日 ケータイ・ライン等のトラブルの

例と対処法について 

早形規子 

●識字・日本語教室 

・国籍・状況を問わず、字の読み書きに不自由している人に、日本語について学

ぶ機会を提供するため１７回開講した。 

・日本語学習者（外国人）と識字学習者がそれぞれ１名参加した。 

・識字対象者に対しては小学生の教科書等を使用しボランティアによる学習指導

を行った。また外国人に対してはボランティアにより新聞の広告等を使用した日

本語の学習指導を行った。 
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点 検 及 び 評 価

●成人式の開催  

・今年度も昨年度に引続き紅白の垂れ幕を正面入り口に設置し雰囲気を盛り上げ

た。式典での司会や出身中学校別の分科会などは新成人による実行委員会が企画

運営を行った。また、場内整理などにも実行委員が参加した。 

・今年度は実行委員の活躍により大いに成人式を盛り上げた。特に司会の担当者

は場の雰囲気を読み参加者に分かりやすく司会が話をし、成人式そのものを格調

高いものとした。事前に何回も打合わせや練習を繰返したことが実を結んだもの

である。しかしながら、実行委員会に参加する者が少なく実行委員の確保は今後

の課題となっており、まず広報での募集など周知に努める必要がある。 

・分科会など今後は公立三中学校出身者以外の私学出身者や転入者が参加しやす

いように配慮していきたい。また、反省すべき点が応援の各課員等より指摘され

た。実行委員会との連携や参加者への案内等今後この点についても健闘していく。

●成人教育事業の開催 

・子育てに関する事業は毎年参加者が多く、今後も保護者ニーズに応じた事業内

容の充実等に努める。 

・藤高セミナーは学校関係者だけではなく広く市民も受講して盛況であった。 

●人権学習の推進  

ＰＴＡ主催の人権学習は、保護者自身の人権意識の向上、子どもの人権保護に役

立っている。実施前に内容を精査することで、今後高い成果をあげられると期待さ

れるので全校で実施していきたい。 

●識字・日本語教室 

主に来ていた受講生が年度途中から家の事情で通えなくなった。しかしながら、

利用者がいつ来られても対応できるように年度末まで教室は開講し体制を整えた。

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

成人教育事業参加者数 ９２６名 ８１３名 １，２００名 
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施 策 名 ２７ 公民館事業の活性化

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実
所 管 課 生涯学習課

主要施策 ３）ライフステージに対応した生涯学習事業の充実

平成 25 年度実績

●文化教室・公民館まつりの開催 

・多様な学習機会を求める市民に対して、通年にわたり学習できる機会を提供す

るため、市民ニーズ等に沿った内容を検討し、１５教室の文化教室（１８２名受

講）を実施した。

・１年間学んだ成果を発表する機会を提供するために、公民館まつり（７２点展

示）を実施した。

●成人学級の開催

・成人に対する学級として、子育てのための「はぐくみ学級」（８回：５３名申込）、

女性のための「かがやき学級」（１０回：１８４名受講）、高齢者のための「いき

がい学級」（１０回：１３７名受講）を実施した。

●公民館短期特別講座の開催 

・本市では、世界遺産暫定リストに記載された「百舌鳥・古市古墳群」の世界遺

産登録を目指しており、＜古事記を読む＞「殺しすぎた雄略～そして誰もいなく

なった～」の講座を２回実施（６１名受講）した。

・市史講座「原始・古代の藤井寺」と題して元市史編纂委員の藤井利章氏を招き

「津堂城山古墳の調査」の講座を２回実施（７３名受講）した。

●市民公開講座の開催

・振り込め詐欺対策として「「自分だけは大丈夫」にご用心」の講座を阪南大学准

教授﨑濱秀行氏を招き市民公開講座として実施（３８人受講）した。

●親子ふれあい広場の開催

・平成２５年１２月１９日と平成２６年２月２１日に元幼稚園長が講師として就

学前の子どもと保護者を対象に実施（３６人受講）した

●パソコン教室（前・後期）の開催

・パソコンができる方とできない方の格差の解消のため、また、パソコンを始め

る機会の提供のために初心者を対象としたパソコン教室を前期５～６月（５回）

と後期１１月（５回）に分け実施（２８人受講）した。

●小学生親子科学教室の開催
・夏休み中の日曜日に開催した。親子で協力しながら製作、観察を行い科学への
興味・関心を高めることを目的として公立小学校の教諭等が講師として３回実施
した。

①望遠鏡を作ろ
 う

②葉脈標本でし
おりを作ろう

③ぷよぷよくん
を作ろう

申込者数 ２５名 ２４名 ２３名
参加者数 ２５名 ２１名 １９名

●子ども料理教室の開催
・料理を作ることにより食に関することを積極的に考えることを目的として実施
した。

道明寺東小学校
５月１８日開催

藤井寺北小学校
１１月９日開催

申込者数 ９名 １７名

参加者数 ９名 １７名
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点 検 及 び 評 価

●文化教室・公民館まつりの開催 

・受講者の方々の生涯学習ニーズに応えるよう、１年を通じて趣味や教養などに

関する様々な講座を開催し、またそれらの成果を発表する場として公民館まつり

を開催した。

・平成２５年度は、平成２４年度に比べて若干、受講者数が減少している。

・今後、市民ニーズにあった講座の開設を図る必要がある。

●成人学級の開催

・子育て中の保護者や女性、高齢者の方々にとって、それぞれの学級に応じた講

演や実習、社会見学など有意義な講座の開催に努めている。

・各ライフステージに応じた内容で好評であり次年度以降も同様に評価していた

だけるよう努める。

●公民館短期特別講座の開催 

・郷土への関心を高めていくために大変効果的な講座であった。今後とも開催し

ていく。

・世界遺産登録への周知に役立った。

・市史講座はやや高度な内容であったが受講者は話に聞き入って大変盛況であっ

た。

●市民公開講座の開催

・高齢者を対象に「ふりこめサギ」対策を行った。参加者からは気構えができた

と好評であった。

・高齢者に対し次年度以降も生活に密着した内容で講座を開催する。

●親子ふれあい広場の開催

・参加者からは親子のふれあいの一つの方法を体験したと好評であった。

・元幼稚園長を中心に企画立案し親子のふれあいに寄与する内容で来年度以降も

開催する。

●パソコン講座の開催

・通信技術とコンピューターの飛躍的な発達により大量の情報が生み出されてい

るが、パソコンを利用できる方と出来ない方とで得られる情報量に格差（デジタ

ルデバイド）が生じている。幅広い世代の方の情報化社会への適応に少しでも寄

与するためパソコンを始める機会を提供しようと開催した。パソコンを初めて触

るような初心者を対象とした講座であったが、わかりやすくパソコンに興味が持

てたと好評であった。

●小学生親子科学教室の開催

・厚紙で望遠鏡や植物の葉を使っての葉脈標本の作製、液状化現象の再現をする

ことで、参加者が身近な科学を体験した。各教室参加者からは科学に対する興味

が高まったと好評を得た。

●子ども料理教室の開催

・身近な食材を使って料理を作った。また食材の栄養が体にどう作用するかを学

習して食育について実践した。子ども達に分かりやすく講義してから料理を作っ

た。

・来年度も小学生にも作れる食育を実践するメニューを講師とともに考案する。

成 果 指 標 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

文化教室申込者数 ２３３名 １８２名 ３００名
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施 策 名 ２８ 大阪女子短期大学との連携強化 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実
所 管 課

学校教育・文化財保護・生涯

学習・スポーツ・市立図書館主要施策 ３）ライフステージに対応した生涯学習事業の充実

平成 25 年度実績 

●大阪女子短期大学との連携 

〈学校教育課〉 

①食育 小学校＝藤井寺小学校家庭科クラブ・藤井寺西小学校３年生が大阪女子

短期大学を訪れ、調理実習の支援を受けた。 

        道明寺南小学校３年生対象に、教授と学生を招き、食育の授業を

受けた。 

中学校＝藤井寺中学校において、学長を講師として招き、保護者対象の食

育に関する講演会を開催した。 

道明寺中学校１・２年生希望者を対象とした合同調理実習を行っ

た。 

②職業体験＝市内全中学校が大阪女子短期大学の図書室に出向き、大学の司書体

験等を実施した。 

③３名の大阪女子短期大学生の栄養教諭実習を受け入れた。 

④教員養成課程講座の講師として、小・中学校教頭４名を派遣した。 

⑤「藤井寺『ゆめ』セミナー」事業で、小学５・６年生と中学１年生を対象に、

食育講座『クッキングを通して食育や食文化について学ぼう！』を開催した。 

  ３２名の児童・生徒が参加 

⑥学長を講師として、幼稚園、小・中学校教職員対象の食育の推進、学校給食の

充実に関する研修会を実施した。 

  ４４名の教職員が参加 

〈文化財保護課〉 
⑦大学主催の「生涯学習講座(グリーンセミナー) 」に当課職員を講師として派遣
した。平成２５年度の内容は、春季「古墳時代を通覧する」、秋季「巨大古墳の世
界」で、講義４回、野外見学会１回をそれぞれ実施した。 

グリーンセミナー参加者数の推移

〈生涯学習課〉 

⑧市内の高等教育機関の教職員の専門知識を市民に学んでもらう目的で大阪女子

短期大学高橋真由美教授を講師として「食習慣と健康」をテーマに公開講座を開

講した。生涯学習センター視聴覚室において主に高齢者などの食事と健康につい

て講演を行った。 

⑨８講座ある「はぐくみ学級」の中の１講座として子育て世代に対して「子ども

の心身の健康」というテーマで大阪女子短期大学中野長久学長の講演を、１０月

８日（火）に開催した。 

〈スポーツ振興課〉 

⑩スポーツ交流事業の実施には至らなかったが、「２０１４ 藤井寺市民マラソン

大会」開催に際し、大学構内にチラシ及びポスターを設置していただき、参加者

募集の啓発活動協力をお願いした。 

〈市立図書館〉 

⑪幼児教育科の学生による手作り絵本を「カワイイ手作り絵本展」と銘打って、

図書館で１ヶ月間展示した。 

⑫「絵本クラブ」のメンバーによる絵本の読み聞かせを図書館一階幼児コーナー

で、６回（７月２１日・２７日・８月１０日・１２月７日・１４日・２１日 土・

日曜日）行った。 参加総数 子ども４０名 大人２６名。 

年度 H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

春季 ---- ６名 １５名 ２０名 ２０名 ２０名 

秋季 ５名 １５名 ２０名 ２０名 ２０名 １８名 

合計 ５名 ２１名 ３５名 ４０名 ４０名 ３８名 
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点 検 及 び 評 価

●大阪女子短期大学との連携 

〈学校教育課〉 

①学生と交流しながらの調理実習や⑤「藤井寺『ゆめ』セミナー」事業では、

小・中学生にとって、調理に関する知識・技能を増やすだけでなく、「食」への関

心の高まりにつながった。また、食育という学問につながるきっかけとすること

ができた。さらに道明寺中学校では、合同調理実習、食生活調査の実施により、

昼食は、家からのお弁当を持参する生徒が増加し、朝の体調不良を訴える生徒が

減少した。また、大阪女子短期大学の学生が作成した教材を通じて食育について

興味を持たせることができた。 

②職業体験では、市内の図書館とは異なる大学の司書体験をすることで、世界を

広く見る目を育てることができた。 

③栄養教諭実習を受け入れ、当該学生の免許取得について協力できた。 

④小・中学校教頭を教員養成課程の講師として派遣し、学校教育・教員の資質・

学校現場の状況等について学生に講演し、教員を目指す学生に意欲の向上を促す

ことができた。 

⑥食育に関する研修会では、各学校園における食育・学校給食の重要性について

理解を深め、来年度から実施される中学校給食にむけての大きな指針となった。

今後も①～④・⑥は、引き続き内容の充実化を図り進めていきたい。 

〈文化財保護課〉 

⑦これまでは、古墳時代を中心に講義を行い、市内に古墳が多く存在する藤井寺

市の歴史的特質を参加者に知らせる有意義な機会となった。今後は、参加者のニ

ーズをより的確に捉えるためにアンケートを実施し、それに基づいてテーマを設

定する。 

〈生涯学習課〉 

⑧受講生特に高齢者が日頃の食事を省みる良い機会となった。参加者が１２名と

少なくもっと多くの市民に参加してもらうため、周知方法などの検討をしていく

必要がある。 

⑨子育て世代の親が子どもの心身の発達に関して興味が持てた、日常とは違う視

点で子育てを考えることができた、との声があり好評であった。 

〈スポーツ振興課〉 

⑩スポーツ交流事業については、市と大学側とのスケジュール調整がうまくいか

ず、第１回目のバレーボール交流事業の実施以降実現はしていないが、交流の方

法を再検討し、事業の実現を目指す。 

〈市立図書館〉 

⑪「カワイイ手作り絵本展」については、毎年、図書館利用者に楽しみにしてい

ただいている企画展示でもあるので、平成２６年度も大阪女子短期大学との連携

を図りながら、引き続き開催を行う予定である。 

⑫「絵本クラブ」の読み聞かせを、夏休みと冬休みに、合わせて年６回行うこと

ができた。市民からの問い合わせも増えてきており、今後も継続的に絵本クラブ

に読み聞かせに来ていただけるよう、協力要請を行っていく。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

地元大学との連携事業数 １１ １２ １３ 
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施 策 名 ２９ 図書館資料の整備充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実 
所 管 課 市立図書館 

主要施策 ４）市立図書館を中心とした読書環境の整備・充実 

平成 25 年度実績

●図書館資料の充実 

①一般図書５，３６９冊（決算額：８，０００，１５０円） 

②子どもの読書推進のための児童書の充実３４１冊（決算額：４９９，６６１円）

③逐次刊行物（決算額：１，０７１，８５５円） 

（内訳）雑誌７１種、新聞６種、紙芝居４５冊 

④視聴覚資料（ＣＤ）５８枚（決算額：１７６，８４３円） 

⑤郷土資料２９冊（一般図書購入費に含む） 

●図書館資料の貸出状況 

①個人貸出 ２４９，８５５冊（８０，１３４名） 

 内訳  図書２３３，９３４冊 

雑誌８，６２６冊 

     紙芝居１，７８４冊 

     CD  ５，１１２枚 

VHS・DVD ３９４本 

②団体貸出８，７７１冊（１４２団体） 

③語り手派遣事業用図書貸出 １，２８５冊

●蔵書の適正保管 

 図書不正持出防止システムリース（決算額：１２１，５９０円） 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
蔵書冊数 142,563 144,515 145,931 146,712 150,409 148,920 150,546 151,887 153,057 154,089

135,000 

140,000 

145,000 

150,000 

155,000 

蔵書冊数
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点 検 及 び 評 価

●図書館資料の充実 

  子どもの読書推進のため児童書の充実を目指し、通常分に加えて３４１冊を購

入した。今後も蔵書の充実に努める。 

●図書館資料の貸出状況 

藤井寺市立図書館における個人貸出冊数は、平成２２年度の２８８,２９１冊を

ピークに年々、減少しているが広域相互利用を開始した平成２４年度以降大幅な減

となっている。これは、本図書館の利用者が広域相互利用制度を活用し、他市の図

書館を利用した結果であると考えている。今後、近隣図書館の図書館サービスの状

況も踏まえ、蔵書の充実や図書館サービスの見直し等によって、貸出冊数の増加に

努める。 

語り手派遣事業用図書の貸出冊数は、平成２５年度は１，２８５冊と平成２４年

度の１，４７３冊と比較して貸出冊数が１８８冊の減となっているが、ブックトー

クやおはなし会の内容やテーマによって、一般の蔵書も合わせて活用しているため

である。語り手派遣回数は、この数年、２００回前後で推移しており、今後、語り

手派遣のニーズも踏まえて、図書館資料の収集にも努める。 

●蔵書の適正保管 

 不明図書の減につながるよう、新規登録の際は、利用者に貸出規則についての説

明を徹底するとともに、今後も全ての新刊書に不正持出防止処理を施し、蔵書の適

正な保管を図る。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

図書館の蔵書冊数 １５３，０５７冊 １５４，０８９冊 １６３，０００冊 
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施 策 名 ３０ 利用者サービスの向上 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実
所 管 課 市立図書館 

主要施策 ４）市立図書館を中心とした読書環境の整備・充実

平成 25 年度実績

●幼児コーナーの充実 

 布おもちゃやぬいぐるみを新しく購入した。また、寄贈本から幼児向け絵本を 

３０冊選書し、追加で設置した。その結果、幼児コーナーの設置冊数は、絵本１８

０冊、紙芝居１００冊となった。 

●ゴールデンウィークフルオープンの実施 

 ４月２９日～５月５日までのゴールデンウィーク期間中、市民が読書に親しむ機

会となるよう、休館日なしでフルオープンを実施した。(期間中利用人数１，４２

５名 期間中貸出冊数４，６７４冊) 

●夏休みフルオープンの実施 

 夏休み期間を利用して、多くの市民が読書に親しむ機会とするため、７月２０日

～８月３０日までの間、月曜日も開館した。(期間中利用人数 ９，７０８名 期間

中貸出冊数 ３２，０４６冊) 

●視覚障がい者の読書支援を実施 

 視覚障がい者３３０名に対して、録音図書３５４本を貸出した。 

●レファレンスサービスの充実提供 

 市民の求める情報提供について調査相談を実施し、資料提供に努めた。(文書に

よる調査９件、類縁機関への複写依頼１件) 

●図書館間の連携･協力による情報提供 

 自館所蔵資料のみならず、市民の求める資料は、全国の図書館から借り受けて提

供した。(他の図書館から借り受けて利用者に提供した本は１，７４８冊) 

●再構築した電算システムによるサービスの向上 

Ｗｅｂ（インターネット）サービス利用登録者は、９８９名、Ｗｅｂ（インター

ネット）予約件数は９，４２４件であった。 
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点 検 及 び 評 価

●幼児コーナーの充実 

幼児コーナーの更なる利用を目指して、引き続き、絵本や紙芝居・布おもちゃな

どの充実に努める。 

●ゴールデンウィークフルオープンの実施 

 ゴールデンウィーク中は、親子連れの来館者が多く見られ、新規の登録者は３３

名であった。４月２９日子ども向き行事には、子ども４５名・大人３１名、５月５

日子ども向き行事には、子ども２２名・大人１４名の参加があった。 

 １週間という期間に、子ども向き行事を２回実施するので、プログラムに変化を

持たせ、両日とも参加してもらえるような内容で企画していく必要がある。 

●夏休みフルオープンの実施 

 夏休みフルオープンは，平成１６年度より実施しており、市民にも浸透し、利用

者が増加している。７月２１日子ども向け行事には、子ども１２８名・大人４６名

の参加があった。幼児から小学生まで幅広い年齢の子どもたちが参加する行事なの

で、年齢を問わず楽しんでもらえるような内容で、魅力のあるプログラム作りを目

指す。 

●視覚障がい者の読書支援を実施 

 デイジー図書再生機は貸出可で、２５年度は３台すべて貸出した。 

 また、広報誌でデイジー図書や再生機のＰＲを行った。 

今後、視角障害者総合情報ネットワークに加入し、データベース化されたデイジ

ー図書を利用者に迅速に提供するサービスを検討する。 

●レファレンスサービスの充実提供 

 レファレンスサービスを充実させるため、職員の専門研修なども必要になると考

えられる。 

●図書館間の連携･協力による情報提供 

 他の図書館との連携協力は、本市図書館の蔵書整備の限界や、出版流通上入手が

不可能な本を提供する上で欠かせない。より緊密に協力を深めたい。 

●再構築した電算システムによるサービスの向上 

Ｗｅｂ（インターネット）サービス利用登録者は前年比２５．６７％増、Ｗｅｂ

（インターネット）予約件数は１５．６０％増となった。 

予約図書の連絡方法として、メールを希望する利用者も多く、予約資料の回転が

速くなった。 

今後も図書館だよりやホームページ、ちらしなどにより、Ｗｅｂサービスを市民

に周知するとともに、新規登録者には、Ｗｅｂサービスの登録を促すことにより市

民サービスの向上を目指す。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

Web サービス利用登録者 ７９７名 ９８９名 １,３００名 
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施 策 名 ３１ サービス網の強化 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実 
所 管 課 市立図書館 

主要施策 ４）市立図書館を中心とした読書環境の整備・充実 

平成 25 年度実績

●予約･リクエスト図書の迅速な提供 

 市民が求める資料をできるだけ早く提供するため，公共施設循環バスを活用し

て、日・月を除く週５回、アイセルシュラホール図書コーナーおよび支所図書コー

ナーへ図書を搬送し、予約･リクエストに応えた。 

 平成２５年度の予約受付件数は３０，０３４件であり、うちインターネットから

の予約件数は９，４２４件あった。 

●定期的な図書の入替 

 川北配本所については、月２回の開設の際に図書の入替を行っている。 

アイセルシュラホール図書コーナー、支所図書コーナーについては、前述の配送便

に空きがある場合、予約図書以外の図書を入れてもらうなどして、少しずつ入替を

図っている。 

●図書館ホームページの情報発信 

図書館のイベント情報やお知らせなどを、写真・イラストを入れてわかりやすく、

毎月１回更新している。これに限らず、お知らせなどは随時更新を行っている。 

また、新着図書の紹介や、市民より要望のあった大活字図書のリストなどを掲載

した。 

●大阪中部９市と大阪市の１０市による図書館の広域相互利用 

八尾市・柏原市・羽曳野市・松原市・富田林市・河内長野市・東大阪市・大阪狭

山市・大阪市、及び本市の図書館を互いの市民が相互に利用できる広域相互利用を、

実施している。 

松原市
羽曳野
市

富田林
市

大阪狭
山市

河内長
野市

八尾市
東大阪
市

柏原市 大阪市 合計

登録者数 23 179 11 1 4 82 5 71 27 403
貸出冊数 297 4,985 584 4 36 1,152 34 1,567 533 9,192

利用者の居住市

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
予約冊数 17,354 18,523 19,142 20,627 22,024 23,681 23,708 23,730 26,382 28,760 30,034 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

予約・リクエスト冊数
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点 検 及 び 評 価

●予約･リクエスト図書の迅速な提供 

 予約・リクエストの件数は前年比４．４３％増となっており、うち、インターネ

ットからの予約は予約全体の３１．３８％を占める。 

公共施設循環バスの配送便を活用し、予約・リクエスト図書の迅速な対応を行って

いく。 

●定期的な図書の入替 

 アイセルシュラホール図書コーナーおよび支所図書コーナーの図書の入替えに

ついては、配送便の空きを活用して適宣入替を行っていく。また、春・秋に季節ご

とにニーズの高まる本、新規購入本などを入替えし魅力的な本棚作りに努める。

●図書館ホームページの情報発信 

 図書館のホームページは、毎月１回以上の更新を行い、積極的に情報の発信を行

っている。 

●大阪中部９市と大阪市の１０市による図書館の広域相互利用 

藤井寺市立図書館における広域相互利用制度を活用した平成２５年度の貸出冊

数は９,１９２冊であり、平成２４年度の５,５３５冊と比較して、３,６５７冊の

増となっている。これは、本市も含めて広域相互利用を行っている各市のＰＲによ

り、広域相互利用制度が認知されてきた結果であると考えている。今後とも関係市

と連携を図りながら、広域相互利用制度のＰＲに努めるとともに、広域全体として

の図書館サービスの充実に努める。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

図書の予約・リクエスト件数 ２８，７６０件 ３０，０３４件 ３５，０００件 
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施 策 名 ３２ 読書推進事業の展開

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実 
所 管 課 市立図書館

主要施策 ４）市立図書館を中心とした読書環境の整備・充実

平成 25 年度実績

●各種行事の実施 

定期行事として水曜日の「紙芝居と絵本の読み聞かせ」、第二・第四土曜日の「え

ほんとおはなしのへや」行事のほか、夏休み行事、クリスマス会などの季節行事を

実施した。 

また、毎月テーマを決めた「本の展示・貸出」のほか、「ミニ展示コーナー」を

新たに設け、時宜にあったテーマ展示を行い、本の紹介・貸出に努めた。（新規）

●団体貸出サービス  

市内の学校園・保育所等各種団体に利用登録をしてもらい、貸出冊数２００冊を

上限として一ヶ月間貸出すサービスを実施した。登録団体１４２団体に８，７７１

冊を貸出した。４団体に１６の大型紙芝居・パネルシアターを貸出した。  

●語り手派遣事業 

 市内小中学校・幼稚園など各種団体におはなしの語り手を派遣し、「絵本の読み

聞かせ」「おはなし会」「ブックトーク」を実施し、読書活動を推進する取組みを行

った。   

●視覚障がい者への読書支援  

朗読ボランティア３３名により、１２タイトルのカセットテープ図書と、３タイ

トルのデイジー図書の計１５タイトルの録音図書を作成し、ほかに大活字図書６３

冊購入、録音図書再生機を３台貸出するなど、視覚障がい者への読書支援を実施し

た。 

また、広報平成２５年１２月号において、デイジー図書のＰＲを行った。 

●新一年生に図書館利用バッグを配布（新規事業） 

図書館という公共施設を知ってもらうとともに、利用を促すことを目的として、

市内の小学新一年生が来館した時に、オリジナルの手提げバッグとカードホルダ

ー、子ども向け利用案内の３点セットを配布した。 

●夏休み一日図書館員体験を実施（新規事業） 

実際に図書館の仕事を体験して、より一層、図書館を身近で利用しやすい施設で

あることをＰＲすることを目的として、小学４～６年生を対象に、夏休み中の２日

間（８月７日・８月１０日）各日４名を募集した。 
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点 検 及 び 評 価

●各種行事の実施 

 定期行事のほか、４月２９日の「子ども読書の日」行事・５月５日の「子ども読

書週間」行事、夏休みおたのしみ会、クリスマス会の４つの大きな行事が滞りなく

行われた。今後はさらに参加人数が増えるように行事のＰＲを行っていきたい。毎

月の「テーマ展示」と「ミニ展示コーナー」については、引き続き展示を行い、利

用者のニーズの把握に努め、貸出につなげていきたい。 

●団体貸出サービス 

貸出は平成２３年度の７，５１２冊、平成２４年度の７，８１０冊、平成２５年

度８，７７１冊と着実に増えている。定期的に利用する団体が増えてきたためだと

思われる。登録団体を増やすと共に、貸出件数も伸ばしたい。 

●語り手派遣事業  

市内各種団体におはなしの語り手ボランティアを派遣している。ブックトークに

も力を注いでおり、３１回５４クラスでおこなった。派遣回数は２１５回で子ども

たちの読書意欲推進に大いに貢献している。 

●視覚障がい者への読書支援  

録音図書（カセットテープ図書・デイジー図書）点字図書を貸出している。未所

蔵のものについては他の公共図書館・点字図書館・ＮＰＯ法人より借用し、ニーズ

に応えている。 貸出総人数は３３０名で録音図書の貸出冊数は３５４巻となって

いる。ただ、利用登録者は１０名にとどまっており、今後も継続してＰＲを行って

ゆかなければならない。  

●新一年生に図書館利用バッグを配布 

利用バッグの年間の配布数は２３３個であった。図書館利用バッグ受け取り時

に、新規で利用登録をする児童も見受けられた。配布後、利用バッグ持参で来館さ

れる方も多く、便利に活用してもらっている。一度図書館に足を運んでもらうこと

により、利用を促すという一定の効果はあったと考えられる。しかしながら、受け

取りに来たのは新一年生の４７％であり、今後はＰＲに努めるとともに、バッグの

色やデザインの見直しも検討し、より多くの児童に来館してもらえるよう働きかけ

る必要がある。 

●夏休み一日図書館員体験を実施 

定員８名に対して６７名の応募があったため抽選し、８月７日は４名、８月１０

日は５名、全９名の生徒を受け入れた。図書館員体験後のアンケートには、図書館

の見えない部分の仕事について知ることができたことや、カウンターでの応対の楽

しさや難しさなどの感想が書かれており、図書館の仕事を通して、多くの学びや発

見があったようである。今後も引き続き実施し、図書館が身近で役立つ施設である

という認識を、多くの子どもたちにもってもらいたい。

成 果 指 標 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

定期行事参加人数 ７７７名 ７３５名 ９００名 
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（５）生活課題に対応した生涯学習環境の充実【学識経験者の意見】

○ 最近、情報技術を使いこなせる人とそうでない人の間に、待遇や機会の格差が生じる

『情報格差』という言葉が聞かれる。また、退職後の生き方において、生活の充実を求

める意味でパソコンに取り組もうとする人が増加してきた。そのような中、市主催で初

心者対象のパソコン講座を開催するというのは、幅広い世代の方々が情報化社会へ適応

するために大いに役立っていると推察される。

○ 就学前の子どもと保護者を対象にした「親子ふれあい広場」の開催は、特に、若い保

護者にとっては、子どもとの接し方を学び、子育ての楽しさや喜びを感じ、子育ての悩

みを解消できるよい機会となったものと推察される。今後も、さらに充実したものにし

ていただきたい。

○ 世界遺産の登録を目指すには、児童・生徒への教育だけでなく、大人に対しても様々

な催しを通して気運を高める必要がある。公民館短期特別講座での市史講座や大阪女子

短期大学「生涯学習講座（グリーンセミナー）」への講師の派遣など、今後も郷土への

関心を高めることができる事業の実施、講座の開催など、藤井寺市の豊かな歴史的特性

を認知する機会を最大限生かす努力をお願いする。

○ 小学生対象の夏休み一日図書館員体験は、実際の図書館の仕事に直接接して、児童が

施設への理解と、身近な施設としての認識や仕事に対する夢と興味・関心を持つことに

大きく寄与している。体験を通して、図書館さらには本に親しむことができるよう、今

後も引き続き取り組むよう期待する。

○  市内の小学校新１年生に対しての図書館利用バッグの配布が図書館利用や読書に親

しむなどの効果をもたらしたものと推察する。今後の利用者拡大に大いにつながること

を期待する。
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施 策 名 ３３ 青少年健全育成環境の整備 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （６）青少年の健全育成 
所 管 課 生涯学習課 

主要施策 １）指導体制の充実とネットワークの構築 

平成 25 年度実績

●青少年健全育成藤井寺市民会議（ユースフル藤井寺）の取組み 

青少年の健全育成を図る目的で、平成１０年度に市内の３４団体で「青少年健全

育成藤井寺市民会議（ユースフル藤井寺）」が組織された。以降、街頭啓発活動や

青少年健全育成推進藤井寺市民大会の活動を継続し、平成２３年度には新規事業

「ふじいでら・タイムトラベル」を実施、結成１５周年を迎えた平成２５年度は記

念の市民大会を大ホールで実施し、市民参加形式で「藤井寺むかしばなし DVD」を

作成した。 

①街頭啓発活動 

「少年非行・被害防止強調月間、暴走族追放強調月間」に伴い７月６日（土）、

加盟団体のメンバー及び市内中学生１５名の参加を得て、藤井寺駅周辺で街頭

啓発を実施した。また、１１月１７日（土）には「子ども・若者育成支援強調

月間」に伴い、青少年健全育成推進藤井寺市民大会終了後、藤井寺駅周辺にお

いて街頭啓発を実施した。 

②青少年健全育成に関する啓発作文の募集 

青少年健全育成活動について考える機会を作り出すことを目的として、市内

の中学２年生・小学６年生を対象に青少年健全育成に関する啓発作文を『こ

の国に育って』というテーマで募集した。小学生６４２名・中学生４４７名

の応募があり、優秀作文については、青少年健全育成推進藤井寺市民大会で表

彰を行った。 

③青少年健全育成推進藤井寺市民大会の開催 

結成１５周年記念大会として、１１月１７日（土）に市民総合会館別館大ホ

ールにおいて実施した。『tomorrow』を大会テーマに青少年健全育成を呼び

かけ、約６００名が参加した。第一部の式典では、青少年の健全育成を願った

大会宣言、優秀作文の表彰、構成団体３団体の活動報告や「藤井寺むかしばな

しＤＶＤ」完成披露の上映を行った。第二部では、市内３中学校の吹奏楽部に

よる合同演奏会を実施した。 

④ふじいでら・タイムトラベル（藤井寺ってどんなとこ？）の開催 

豊かな歴史遺産に恵まれた藤井寺をより詳しく知ってもらうことにより、郷

土を大切にする心を育むことを目的として、１月２７日（日）に、生涯学習セ

ンター視聴覚室において親子、小・中学生約５０名の参加により研修事業を実

施した。 

⑤横断幕の活用による啓発活動 

広く青少年健全育成活動の推進及び理解と協力を求めるため、年間を通じて

ユースフル藤井寺の横断幕「大人が変われば、子どもも変わる」「声かけて 明

るく育てる 地域の子」（３幕）を活用し、市民まつりをはじめ市民総合体育

大会など、市内で行われる各種イベントにおいて啓発活動を実施した。 

●わくわくチャレンジウォークの実施

青少年リーダー協議会、青少年指導員会、こども会育成連絡協議会の共催で、市

内の歴史遺産を見つめ直すことで、藤井寺市の良さを再認識してもらうとともに、

家族・仲間・地域のふれあいの場、市民の健康増進の場を提供するために、１１月

４日（日）、道明寺小学校をスタート・ゴールにわくわくチャレンジウォークを実

施した。当日は、５２チームで１８８名の参加があった。（市よりわくわくチャレ

ンジウォーク事業補助金として１３６，０００円を交付している）
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点 検 及 び 評 価

●青少年健全育成藤井寺市民会議（ユースフル藤井寺）の取組み 

・青少年健全育成藤井寺市民会議（ユースフル藤井寺）は、「大人が変われば、子

どもも変わる」「声かけて 明るく育てる 地域の子」をテーマに市民団体、地域

団体、関係機関をもって構成され、市民大会の開催、青少年の健全育成に関する

啓発活動を柱に、市民参加型の事業を展開し、本市の青少年健全育成に寄与する

とともに団体間の相互連携に寄与している。 

・年間２回実施している街頭啓発には、市立３中学校の生徒が参加し、大人とと

もに青少年の非行防止を呼び掛けた。また啓発作文の募集では、小・中学生が、

他者を思いやる気持ちや周囲の大人、地域との関係を振り返り、自己肯定感情を

育む機会となっている。青少年健全育成推進藤井寺市民大会では、構成団体の青

少年健全育成活動の報告や小・中学生の優秀な啓発作文の表彰、また市内３中学

校の吹奏楽部に所属する生徒による演奏発表を行い、子どもの頑張る姿を参加者

に見てもらうことで、青少年健全育成活動の重要性について認識してもらい、ま

た構成団体のメンバーにとっては、青少年の健全育成に対する意識の高揚が図れ

ている。 

・平成２３年度から実施している研修事業「ふじいでら・タイムトラベル（藤井

寺ってどんなとこ？）」については、小・中学生に郷土愛を育む事業として今後も

定着するよう、講師や研修内容等について検討していく方針を確認した。 

・１５周年を記念して作成した「藤井寺むかしばなし」の DVD の作成に参加した

中学生からは、自らが参加した DVD が多方面から評価を受けたことで「自信につ

ながった」という声があった。 

・設立趣旨である青少年の健全育成を全市的推進するといった目的が達成できる

ように、一つひとつの加盟団体が自分たちの活動を通じてどのように貢献できた

かを再認識した。 

●わくわくチャレンジウォークの実施 

 ・本事業は藤井寺市を東西に分けて毎年交互に実施している。家族や仲間同士で

 チームとして参加し、藤井寺の歴史や街の様子を知ることができ、参加者の親

睦とレクリエーションの機会になった。また、市内を歩いて巡ることにより、市

民の健康増進の一助にもなっている。商工会協賛の大抽選会も人気があり、リピ

ーターも多い。 

 ・参加者については年々増加傾向にあり、２７年度目標値である参加者２００名

については２６年度に達成できる見込みである。 

 ・本事業は、市内の歴史遺産等を巡ることにより、市民が藤井寺市の良さを再認

識し、ひいては郷土愛を育むことに寄与している。 

 ・事業については定着してきているが、今後も同数以上の参加が見込めるよう、

 また事業そのものが学校外での子どもの健全育成を図るという本来の実施目

的から外れないように、内容や企画について十分検討していく必要がある。 

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

わくわくチャレンジウォーク参加数 169 名(45 チーム) 188 名(52 チーム) 200 名(50 チーム)



68 

施 策 名 ３４ 放課後児童対策の充実 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （６）青少年の健全育成 

所 管 課 生涯学習課 
主要施策 ２）放課後児童の健全育成 

平成 2 5 年度実績

●放課後児童会の運営 
 ・放課後、保護者が不在となる藤井寺市立小学校各校の１年生から３年生までの

児童（障がい児童の場合は１年生から６年生まで）を対象に放課後児童会を運営
した。各小学校の教室や敷地内のプレハブ教室で、集団生活を通じた仲間づくり
や生活習慣の確立など、児童に対する健全育成のための事業を行った。 

 ・平成２５年度も夏季休業中において４年生受入れを実施した。利用者数は下の
表のとおり。 

学級名（小学校名） 利用者数

あおぞら学級（藤井寺小学校） 10 名

ふじのこ学級（藤井寺南小学校） 6 名

すぎのこ学級（藤井寺西小学校） 5 名

なかよし学級（藤井寺北小学校） 9 名

たけのこ学級（道明寺小学校） 4 名

ひまわり学級（道明寺東小学校） 2 名

たんぽぽ学級（道明寺南小学校） 11 名

 ・放課後児童会の設備面を計画的に整備するために、平成２５年１２月に「藤井
寺市放課後児童会整備計画書」を策定し、平成３１年度迄の７か年にわたる施設
等の老朽化や今後の需要増加と対象学年の拡大に対応する計画を立てた。 

●放課後子ども教室の実施 
 ・子どもの居場所づくりを目的に、各小学校区で地域ボランティア（コーディネ

ーター・安全監理員）の方の協力を得て、放課後の「遊び」と「学び」の支援を
実施した。 

学校名 開設日数 遊び 学び 年間参加児童数

藤井寺小学校 土曜日 11 日 実施 実施 ２，０７９名

藤井寺南小学校 平日 23 日 実施 実施 １，７０２名

藤井寺西小学校 土曜日 14 日 実施 実施 ５７９名

藤井寺北小学校 平日 18 日 実施 実施 ２，６８９名

道明寺小学校 平日 18 日 実施 ７０９名

道明寺東小学校 平日 16 日 実施 実施 ３７３名

道明寺南小学校 平日 15 日 実施 １，９８６名

439 444 446

472
462

435
410
420
430
440
450
460
470
480

H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25

放課後児童会入会者数(名)※５月１日現在
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成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

放課後児童会待機児童数 0 名 0 名 0 名 

点 検 及 び 評 価

●放課後児童会の運営 

 ・当該事業については、児童が入会できないと保護者の就労が果たせないといっ

た切実なニーズがあるので、待機児童を生じさせることは事業趣旨の観点から相

応しくない側面がある。このことから、入会要件を満たしている児童であれば、

希望者全員を受け入れることを優先的に実施してきた。平成１７年度以降は、待

機児童がない状態を維持できている。一方では、入会児童が安全に、また、快適

に過ごせる環境を確保し、提供していくことが当該事業には求められているが、

入会児童が増えるに伴い、施設が狭小化している側面がある。 

・平成２７年度実施予定の「子ども・子育て支援新制度」により、当該事業の設

備及び運営に関しては、条例でその基準を定めることが義務付けられている。 

こうした基準を遵守し、児童会での生活について、入会児童や保護者が安心でき

るように、学校との連携を強化し、教室を確保していく必要がある。    

こうしたことも踏まえながら、放課後児童会整備計画に基づき、整備を順次進め

ていく。 

●放課後子ども教室の実施 

 ・地域のボランティアの方々の参画・協力を得て、学校や放課後児童会とも連携

し、放課後の自由な遊びや学びの場を通じて、子どもたちが自主性・集団行動（道

具の片付けなど周りの子に配慮する）を身につけることができた。 

・放課後の子ども達の居場所として本事業は大きな役割を果たしている。 

 ・各学校の規模・通学事情やボランティアの人材不足などによって回数や対象学

年を制限せざるを得ない状況があるので、この点を検討・研究しつつ方針を決定

していく必要がある。 

 ・ボランティアの確保については、近隣の大学へ募集チラシを置く等の方法を検

討し、人材を確保していきたい。 
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（６）青少年の健全育成【学識経験者の意見】

○ 青少年健全育成藤井寺市民会議（ユースフル藤井寺）は、今年度 15 周年を迎え、記

念事業として、「藤井寺むかしばなし」の DVD を作成した。市内の中学生を含め市民が

協力して作成したことが何より意義がある。市民がより一層藤井寺の文化の豊かさに触

れる機会となった。この DVD は新聞にも紹介され、府下の市町村からの問い合わせも

あったと聞く。中学生にとって、達成感、成就感を持つことができたことは、大変貴重

なことである。今後も学校園、PTA 等が積極的に参加し、青少年健全育成諸団体との連

携を密にしながら、市民との協働のもと青少年の健全育成が益々推進されることを期待

する。

○ 放課後、保護者が不在となる児童の生活の場となる放課後児童会の設備整備は、児童

を預ける保護者にとって、関心が高い。「藤井寺市放課後児童会整備計画書」を策定され

たことにより、今後の藤井寺市の放課後児童の整備見通しが持てたことは大いに評価で

きる。「子ども・子育て支援新制度」により更なる充実が求められるが、子どもにとって

人的環境は大きく、先ずは指導員の研修の充実に取り組んでほしい。また、放課後子ど

も教室との連携も運営上必要になると思われるので、研究を深め、十分に検討されるこ

とを期待する。



71 

施 策 名 ３５ 文化財の普及啓発 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （７）歴史が感じられるまちづくり 
所 管 課 文化財保護課 

主要施策 １）文化財情報の整備と発信 

平成 25 年度実績

●主催の講演会・イベント・展示等の実施 

①世界遺産学習への講師の派遣 

・わがまち藤井寺に誇りを持ち、文化財を大切に守ろうとする心を育むことを

目的として、市内小学校６年生を対象に、各クラス一時間ずつ、「ふじいでら

の世界遺産学習ノート」を用い、古市古墳群に関する内容の授業を行った。 

・当課職員と藤井寺市観光ボランティアの会の会員が古墳ガイドスタッフとし

て、小学校ごとにコースを設定し、子どもたちが市内を巡るフィールドワーク

を行った。 

②井
いの

真
ま

成
なり

墓誌レプリカの展示のリニューアル 

藤井寺市出身と考えられる奈良時代の遣唐留学生、井真成を紹介し、藤井寺市

の歴史に対する愛着を育む取組みの一環として、アイセル シュラ ホール２階

の墓誌レプリカの展示に加え、寄贈された遣唐使船模型「いのまなり」や遣唐

使船の絵画を常設展示するなど、展示内容の充実を図った。 

③黄金の古墳の製作＜稲作＞と幼稚園児による古代の方法での稲刈り 

・６月９日、野中地区で土地所有者の協力を得て田を借用し、古市古墳群の世

界文化遺産登録をめざす機運の醸成の一環として、稲穂を黄金に見立て、稲を

前方後円墳（史跡城山古墳の１/１５の大きさ）の形に枠どった稲作り（田植

え）を行った。 

・１０月１０日、藤井寺南幼稚園児（年長児２０名）と保護者が、当課職員、

幼稚園教諭の指導のもと、石包丁を使用する弥生時代の方法で稲刈りを行っ

た。 

   ※当課職員は、園児並びに保護者に対して、古墳に関し、わかりやすく説明

を行った。また、その前の時代である弥生時代における石包丁を使った稲

刈りの仕方や、当時の人々の生活様式などについて説明を加えた。 

④市民文化財講座の開催 

・８月～１２月にかけて、市内の歴史資産の理解と保護を一層促進することを

目的として、「世界遺産を語る！２」をテーマに、アイセル シュラ ホール視

聴覚室において、市民文化財講座を 5回開催した（受講者数：１０９名）。 

・５回開催のうち３回は、国内の世界文化遺産（紀伊山地の霊場と参詣道、姫

路城、古都奈良の文化財）について行い、３名の外部講師を招聘した。残りの

２回は、当課職員が、古市古墳群と市内の発掘調査及び研究の成果について発

表を行った。 

⑤文化財施設見学会の開催 

・１１月１８・２０・２１日、市内の歴史資産（史跡城山古墳出土長持形石棺

など）に対する理解を一層促進することを目的として、『葛城の古墳 見学バス

ツアー 大きな石棺を見に行こう！』をテーマに、奈良県葛城市、御所市への

バスツアーを実施した（参加者数： ７４名）。 

・葛城市歴史博物館では屋敷山古墳出土の長持形石棺の展示を見学した。また、

屋敷山古墳、室宮山古墳という２つの前方後円墳を訪れた。特に、室宮山古墳

では、古墳に埋納された当時のままの長持形石棺を見学した。 

⑥発掘企画展の開催 

・１２月１２日～２０日、市内の古墳についての理解を一層促進することを目

的として、古市古墳群２０１３『世界遺産をめざして！ 古市古墳群の小さな

古墳たち』をテーマとした企画展を、市役所１階ロビーで開催した（見学者数：

延べ３３０名）。 

・古市古墳群の中でも、大きな前方後円墳から独立した小さな古墳にスポット

をあて、発掘調査で出土した埴輪の実物とパネルの展示により、その実像に迫

った。 
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平成 25 年度実績

⑦古代体験学習『みて、さわって、古代のくらし』の開催 

・３月１２日、藤井寺小学校６年生約１６０名を対象に、藤井寺市の遺跡の豊

富さ及び歴史の重みを身近に感じさせるための取組みの一環として、藤井寺小

学校で北岡遺跡の発掘調査の体験を行った。 

●文化財情報の発信 

①各種資料等の貸出し 

・市内の豊かな歴史資産を紹介する一環として、発掘調査で出土した遺物を、

博物館等の依頼に応じて貸出しを行った（８件）。 

   大阪府立近つ飛鳥博物館（３件）、大阪大学総合学術博物館（１件）、 

   堺市立みはら歴史博物館（１件）、尼崎市教育委員会（１件）、藤井寺市立第

三中学校（１件）、平城京歴史館（１件） 

・史跡の写真や、発掘調査で出土した遺物の写真資料等を、出版社や博物館等

の依頼に応じて貸出しを行った（３８件）。 

  広島大学、大阪歴史博物館 等 

②藤井寺市ホームページ内の『歴史遺産』の掲載と更新 

・藤井寺市の歴史資産への理解、イベントの案内等の市民への周知、歴史資産

の広報啓発を目的に、藤井寺市ホームページ内に『歴史遺産』を掲載し、随時

更新した。 

③文化財関連講演会等への講師の派遣 

・博物館等の講演や学校・研修等の講師依頼に応じて、当課職員を講師として

派遣した（１０件）。 

情報の泉（市民の希望により、職員が直接、地域に出向き、本市が取り組

んでいる事業や施策などを説明する市主催の出前講座）、藤井寺市観光ボラ

ンティア新人研修や学習会、大阪府立松原高校・羽曳野市立高鷲小学校の

歴史学習 等 

④『ふじいでら歴史紀行』の連載 

・広報ふじいでらに、藤井寺市に関わるものをはじめ、その他も含めた歴史資

産について広く紹介するための記事を連載した。
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点 検 及 び 評 価

●主催の講演会・イベント・展示等の実施 

①世界遺産学習への講師派遣 

・歴史資産を実際に見て、その場で説明を聞くことで、児童は実感を持ってそ

の重要性を理解できた。そして、歴史資産を身近なものとして受け止め、地域

を大切に思う心を育むことができた。 

・当課にとっては、藤井寺市観光ボランティアの会とともにフィールドワーク

を実施できたことは、今後の藤井寺市の文化財保護行政を推進していく上で大

変意義のあることであった。 

②井真成墓誌レプリカの展示のリニューアル 

・世界文化遺産登録をめざす古市古墳群以外にも、市内には多くの歴史資産が

存在しており、井真成関連展示の充実は、藤井寺市の歴史資産の一端を市民に

伝え、豊かな文化を実感する機会となった。 

③黄金の古墳の製作＜稲作＞と幼稚園児による古代の方法での稲刈り 

・地域に向けては、古市古墳群の世界文化遺産登録に向けたユニークな広報の

一つとなった。（１０月号の『広報ふじいでら』にカラー色掲載された） 

・保護者にとっては、園児といっしょに稲刈り体験することにより、親子の絆

を深める絶好の機会となった。また、後日、刈った稲を幼稚園で食する場『収

穫祭』の開催は、「食」の大切さを感じる機会となった。 

・園児にとっては、郷土藤井寺の歴史資産（古墳のまち）を学ぶ素地として、

貴重な体験となった。また、食物『米』が作られる実体験を通して、ともだち

とともに活動する楽しさ・尊さや、理科・社会科をはじめ食育など、様々な学

習の基礎を体感する有意義な教育の機会を得ることができた。 

④市民文化財講座の開催 

・外部講師によるプレゼンテーションの内容は、カラー写真等をふんだんに活

用し、非常に分かりやすい内容になっていた。そのことにより、参加者は、国

内に所在する他の世界文化遺産を知ることができ、ひいては古市古墳群を深く

理解する良い機会となった。 

・当課職員が行った発表は、参加者からも、新たな知識を得ることができてよ

かったとの声もあり、市内の豊かな歴史資産を多くの人々に知らせる良い機会

となった。 

⑤文化財施設見学会の開催 

・今回の見学会は、大きな石棺（長持形石棺）の見学が主な目的であった。参

加者にとって、普段なかなか訪れることのできない石棺等の見学ができ、貴重

な機会となり大変好評であった。 

・長持形石棺は、明治末年に史跡城山古墳から出土したものが知られている。

これは見学した２基（屋敷山古墳と室宮山古墳出土の石棺）よりも大きいもの

であるが、再び埋納され、現在は見ることができない。見学会で２基の長持形

石棺を見学できたことは、史跡城山古墳の長持形石棺がいかに貴重な歴史資産

であるかを参加者が改めて理解することに大きく寄与することとなった。ま

た、このことを通して、市内の古墳時代の歴史資産の豊かさを実感する機会と

なった。 

⑥発掘企画展の開催 

・埴輪などの歴史資産は、普段は展示室の展示ケースの中などでしか見ること

ができない。今回、発掘調査で出土したさまざまな形の複数の埴輪の実物を直

に見る機会が提供でき、市民に大きな感動を与えた。 

・市民は、この企画展により、藤井寺市の歴史の中で培われてきた文化の一端

に触れることができ、藤井寺市への愛着を一層深めた。 
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点 検 及 び 評 価

⑦古代体験学習『みて、さわって、古代のくらし』の開催 

・児童にとって、自分たちが日々生活する小学校の校庭をわずか数十センチ掘

り下げると「遺跡」が見つかることを体験したことは、わが郷土の歴史の偉大

さを体感する貴重な機会となった。また、その様子が新聞に写真とともに大き

く掲載され、郷土藤井寺の歴史資産に対しさらに関心を持つこととなった。 

・発掘調査は多くの人々が携わる共同作業であるということを児童が認識する

良い機会となった。このことから、児童は、仕事とは人々が協力して真剣に取

り組むものだということを学んだ。 

●文化財情報の発信 

①各種資料等の貸出し 

・市内に所在する古市古墳群をはじめとする歴史資産は、全国的にもよく知ら

れており重要なものが数多くある。このことから、遺物の実物や写真資料等の

貸出し依頼が多く、これらの依頼に対し積極的かつ適切な対応ができた。 

・依頼に応じ貸出しを行ったことは、藤井寺市の豊かな歴史資産を対外的に広

く紹介する絶好の機会となった。 

・平成２５年度は、新たな試みとして、市立第三中学校生徒の社会科歴史の授

業において、埴輪の実物を貸出し、実際に歴史資産を直に見て触れる貴重な体

験をすることができた。 

②藤井寺市ホームページ内の『歴史遺産』の掲載と更新 

・市内の歴史資産を対外的に紹介する一助となるとともに、教育委員会主催の

講演会・イベント・展示等の実施を広く周知するために大きな役割を果たした。

③文化財関連講演会等への講師の派遣 

・依頼に応じ、講師を派遣することは、藤井寺市の豊かな歴史資産を参加者に

紹介する良い機会となった。 

④『ふじいでら歴史紀行』の連載 

・歴史資産についてわかりやすく書かれていると好評であった。市民にとって、

歴史資産の多様性を理解する良い機会となった。

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

市民文化財講座の受講者数 １１７ １０９ １２０ 
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施 策 名 ３６ 埋蔵文化財の調査・保全の推進 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （７）歴史が感じられるまちづくり 
所 管 課 文化財保護課 

主要施策 ２）文化財保護の充実 

平成 25 年度実績

●埋蔵文化財の調査 

①発掘調査（外業） 

・平成２５年度中に実施した発掘調査件数は７４件（試掘・確認調査を含む）

であった。主なものとしては、北岡遺跡で、生活プラザ跡地の発掘調査、市立

藤井寺小学校屋内運動場建替えに伴う発掘調査を実施した。また、東山古墳、

割塚古墳では、国史跡指定に向けての範囲確認調査を実施した。 

②整理作業（内業） 

・出土した遺物に、洗浄、整理（接合、図面作成等）、保存処理等を実施した。

今年度は、仲哀天皇陵古墳出土遺物を中心に整理し報告書にまとめた。 

●歴史的建造物の保全 

 周辺の歴史的景観に寄与している築後５０年以上の市内の建造物を対象に、歴史

的建造物としての保護を図るため、国の登録有形文化財への登録へ向け測量調査を

実施した。 

点 検 及 び 評 価

●埋蔵文化財の調査 

①発掘調査（外業） 

・北岡遺跡の発掘調査では、掘立柱建物を検出するなど、古代集落の広がりを

確認できた。これまでの発掘調査成果により藤井寺市の歴史の一端が明らかに

なっており、今回の調査も新たな知見を加えるものとして貴重な成果となっ

た。 

・東山古墳、割塚古墳の範囲確認調査では、埴輪が出土するなど、貴重な成果

をあげた。特に東山古墳では葺
ふき

石
いし

、埴輪列
はにわれつ

、濠
ほり

の跡が見つかり、古墳の形態、

規模を復原する際の重要なデータを得られた。 

②整理作業（内業） 

・出土遺物の洗浄、整理、保存処理等の実施により、埋蔵文化財の保護と藤井

寺市の歴史の解明に寄与することができた。特に、仲哀天皇陵古墳出土遺物の

整理は、同古墳の全容を明らかにするものとして大きな意義があった。 

・整理作業の完了した遺物等を使って、今後、展示等、藤井寺市の歴史を広報

するような、さらなる活用を考えていきたい。 

●歴史的建造物の保全 

 ・市内には、国の登録有形文化財として、藤本家住宅、藤野家住宅、玉手橋が現

存する。このように、古墳以外にも歴史資産が存在しており、それらの保護を

図る一環として、他の歴史的建造物についても国の登録有形文化財の登録へ向

けた取組みを推進することは、藤井寺市の文化の多様性を示すものとして重要

である。 

 ・市内には、今回測量調査を実施した建造物以外にも、国の登録有形文化財に該

当するような歴史的建造物が存在している。今後とも、所有者の意向を確認し

た上で、これらの保全に向けた取組みを推進していきたい。 

●史跡指定地の見落とし 

 平成２６年１月に、窓口業務における開発の問い合わせに対して、史跡城山古墳

の史跡指定地を見落としたことにより、土地所有者等に損害を与え、さらに、市民

の信頼を大きく損なった。史跡指定地の見落としは、本来あってはならない過失で

ある。このことを鑑みて、今後は史跡指定地及び近接地については地番での確認を

徹底するとともに、問い合わせへの対応をマニュアル化し、再発防止を図る。

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

市内の指定文化財の件数 ４３件 ４３件 ４４件 
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施 策 名 ３７ 文化財用地・施設の適正管理 

総合計画
における
位置付け

節 名 称 （７）歴史が感じられるまちづくり 
所 管 課 文化財保護課 

主要施策 ３）史跡等の環境整備 

平成 25 年度実績

●史跡等文化財用地の管理 

 ・歴史資産として、史跡等文化財用地の景観を良好に保ち、市民にとって安全で

快適な環境を保持するため、下記の業務を実施し、適切な管理に努めた。 

     文化財用地除草・清掃 

     文化財用地落葉清掃 

     城山古墳・鉢塚古墳樹木薬剤散布 

     古室山古墳・鉢塚古墳樹木伐採 

     古室山古墳梅木剪定 

     史跡国府遺跡花壇等管理 

●史跡城山古墳ガイダンス施設の管理 

 ・城山古墳見学の拠点として、管理人を置き、来訪者の案内や草抜き、清掃等施

設内外の環境整備を行った。（水曜日～日曜日、１０時～１７時） 

●史跡の公有化 

・平成２５年度は、古室山古墳で用地２筆（536.93 ㎡）を公有化した。 

●史跡古市古墳群保存管理計画策定 

・貴重な歴史資産である史跡古市古墳群を、適切かつ計画的に保存管理し、次世

代へと確実に伝達していくことを目的として、史跡古市古墳群保存管理計画を策

定した。 

・策定は、国庫補助事業として、羽曳野市と共同で行った。 

点 検 及 び 評 価

●史跡等文化財用地の管理 

 いずれの業務も適切に実施でき、史跡等文化財用地を歴史資産にふさわしい良好

な環境に保ち、適切に管理することができた。 

●史跡城山古墳ガイダンス施設の管理 

・史跡城山古墳見学の際に、多くの方に利用された。管理人が常駐することで、

見学者への対応ができたことも好評であった。 

・展示室にはパネルと埴輪等の実物、前庭には明治末年に見つかった竪穴式石槨

の天井石を展示しており、来訪者が史跡城山古墳を理解する一助となった。 

●史跡の公有化 

・公有化することにより、貴重な歴史資産として、史跡指定地を保全することが

できた。 

・公有化した土地の構築物を撤去し、保全柵を整備することにより、史跡の景観

を保全し、周辺の美観を保ち、安全面にも対応することができた。 

●史跡古市古墳群保存管理計画策定 

・史跡古市古墳群の歴史及び現状を整理し、史跡を保存管理していくための基本

方針や方法、整備の基本的な考え方等を、藤井寺市・羽曳野市が協同して示す

ことができ、大変意義のあるものとなった。 

・計画の策定により、藤井寺市と土地所有者等との十分な意思疎通を図る基礎が

でき、ひいては、古市古墳群への理解を深め、優れた歴史資産を活かしたまち

づくりへとつなげていく指針となった。

成 果 指 標  平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 27 年度目標値

史跡の公有化面積 92,727.69 ㎡ 93,264．62 ㎡ 97,000 ㎡ 



77 

（７）歴史が感じられるまちづくり【学識経験者の意見】

○ 「黄金の古墳の製作＜稲作＞と幼稚園児による古代の方法での稲刈り」「古代体験学

習『みて、さわって、古代のくらし』の開催」など、子どもたちが身近な遺産に触れ

る機会を得られたことは、藤井寺市という郷土を理解し、愛する気持ちを育む上で、

有意義な機会になったことと思う。今回は、一部の幼稚園・学校での取り組みだった

が、このような機会をできるだけ多くの児童・生徒にも計画的に設け、市全体で文化

財に関する意識が高まることを念願する。

  また、古代に限らず、郷土の歴史や文化を幅広い視点からとらえ、市の文化財に対す

る興味・関心と誇りを醸成することを期待する。

○ 史跡古市古墳群保存管理計画の策定により、史跡古市古墳群の歴史及び現状を整理

し、史跡を保存管理していくための基本方針や方法、整備の基本的な考え方等を、藤井

寺市・羽曳野市が協同して示すことができたことは、大変意義のあるものと評価できる。

   計画の策定により、藤井寺市と土地所有者等との意思疎通を図る基礎ができ、ひいて

は、古市古墳群への理解を深め、優れた歴史資産を活かしたまちづくりへとつなげてい

く指針となることを期待する。

   一方、城山古墳の史跡指定地を見落とし、市民に損害を与えたとあるが、言語道断と

断じざるを得ない。常に緊張感、責任感、そして強い使命感を持って職責を遂行された

い。
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４．学識経験者の総括意見

平成 25年度の施策を対象とした教育委員会の点検・評価に関する報告書を第三者の視
点で検討した結果、藤井寺市教育委員会の諸活動は、全体を通して適切に行われていたと

評価する。

特に、学力向上に向けた取り組みの推進として、市内全小・中学校において実践や成果

の報告が行われたことは意義深い。また、市内の小・中学校に学校司書を１名ずつ配置す

るとともに、図書購入費を増額し、図書の充実をはかったことは、学校図書館整備に向け

ての大きな一歩として評価できる。子どもが読書に親しむ機会を設けるためにも、また、

学力向上のためにも、学校司書の活動日数の増加、市立図書館との連携など、さらなる充

実に向けて努力されたい。

また、藤井寺市立学校施設等整備実行計画の策定は、教育環境の充実のため欠かせない

ものである。市の財政状況など、様々な要因での見直しは必要であるが、計画的に整備を

行うことによって、学校施設というハード面についても充実が図られるものと期待する。

藤井寺市教育委員会の点検・評価も今年で６年目となる。教育委員会の様々な事業が展

開され、細かく検証されていることに対して敬意を表する。この間、「分かりやすい」を

モットーに、図やグラフなどを利用するなど、広く市民に開示、公表することを念頭に、

様々な改善が図られてきた。しかし、年月を経ることによって、点検・評価が形骸化した

ものになっていないのか、危惧される。評価の対象、成果指標はこれでいいのか、前年度

の評価を今後どう生かしていくのか、厳しく、検証していただきたい。

次年度から教育委員会制度が大きく変わり、地方教育行政における責任の明確化、迅速

な危機管理体制の構築、首長との連携の強化が図られることとなり、教育委員会のあり方

が大きく変わろうとしている。市民に教育行政をより一層理解していただくよい機会であ

り、是非、この機会に、市民への情報の発信という観点も取り入れ、藤井寺市の教育がさ

らに充実したものになることを期待する。


