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参  考 

１ 事務の点検・評価について 

 

（１）点検・評価の趣旨 

 

平成 19年６月に、「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１日施行）、各教育委員会は、毎年その教育行政事務の管理執行状況について自己点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表することとさ

れました。 

 そこで、大阪狭山市教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資す

るとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、

次のとおり報告書にまとめましたので公表します。 

 

 

 

 （２）点検・評価の対象 

 

点検・評価は教育委員会が定めた「平成2３年度大阪狭山市教育部運営方針」に掲げた事

業等を対象とします。 

 
☞運営方針とは 
 

大阪狭山市では、内なる分権、すなわち行政内部における権限移譲を進めるため、これま

で枠配分予算の導入や目標による管理システムの構築などに取り組んできました。 

 これは組織運営の基本を、従来のトップダウンによる意思決定方式から、職員がそれぞれ

の役割と責任を明確化した上で、創意工夫を図りながら職務を遂行する、地方分権型社会に

ふさわしい自律した行政組織への転換が必要であると考えたからです。 

 部の運営方針は、この考え方に基づき、部の使命を明らかにした上で、当該年度の予算に

ついて重点的に取り組む施策と個別事業の概要を各部が主体的に取りまとめたものです。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
 
（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。 
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（３）教育部の運営方針 

 

Ⅰ 子育てにやさしさを 

❐認定子育てサポーターを中心に、地域の身近なところで様々な子育て支援を展開します。 

❐地域の子育て支援の拠点施設を運営するほか、子育てボランティアの方々に協力をいただきながらプレイ

センター事業を拡大していきます。 

❐軽度発達障がい等の児童とその保護者を対象に、専門的な相談や療育の場を提供し、子育て支援を行いま

す。 

❐『赤ちゃんの駅』の設置促進を図るとともに、子育てマップを作成して、乳幼児連れで安心して外出でき

る環境づくりに取り組みます。 

❐放課後児童会の充実とともに、指導員の資質の向上に向け指導体制の強化に努めます。 

❐家庭教育活性化事業を活用し、親子の絆とふれあいを通じ、家庭教育の充実を図ります。 

❐食物アレルギー対応をはじめ、安心で安全な学校給食の充実を図ります。 

【主な事業】 

１．家庭教育支援事業（学校教育グループ） 

２．安心・安全な学校給食推進事業（学校給食グループ） 

３．家庭教育力活性化事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

４．認定子育てサポーター事業（こども育成室） 

５．プレイセンター推進事業（こども育成室） 

６．発達障がい児等支援事業（こども育成室） 

７．赤ちゃんの駅推進事業（こども育成室） 

８．こどもフェスティバル・子育てフォーラムの開催（こども育成室） 

 

Ⅱ 子どもにちからを 

❐教育指針（スピカプラン８）に基づき、各校園の特色ある取組を進めます。 

❐学力向上PATHプラン（平成21～23年度）を中心に学力向上を核とした小・中学校教育の充実を図り

ます。 

❐英語、理科、体育指導を充実させるため、市民力を活用した取組を進めます。 

❐子どもの自主的な読書活動を推進するため、「読書 eプラン」をもとに就学前から中学校卒業後までを見 

通した読書環境づくりに努めます。 

❐学校づくり応援事業により、教育活動や学校運営を改善していきます。 

❐環境への取組を推進します。（エコ２１の取組を部内はもとより学校園にも拡充する） 

【主な事業】 

１．図書館整備事業（教育総務グループ） 

２．学力向上推進事業（学校教育グループ） 

３．体力向上推進事業（学校教育グループ） 

４．読書ｅプラン推進事業（学校教育グループ） 
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Ⅲ 子どもにあんぜん・あんしんを 

❐幼稚園、小学校、中学校の校舎・屋内運動場の耐震化を年次計画により推進します。また、耐震化に

併せてトイレ改修（乾式化）を行うなど老朽施設の大規模改修を実施し、良好な学習環境の整備に努

めます。 

❐保育所、幼稚園、小学校、中学校の安全対策を推進し、学校園の安全確保に努めます。 

【主な事業】 

１．施設整備事業（教育総務グループ） 

２．安全対策事業（教育総務グループ） 

３．安全・安心スクール事業（学校教育グループ） 

４．市立幼稚園耐震整備事業（こども育成室） 

 

 

Ⅳ 市民にこころの豊かさを 

❐公民館、図書館、スポーツ施設の円滑な運営に努め、市民に多様な学習機会や情報の提供を行い、 

社会教育の充実に努めます。 

❐市民の誇りである狭山池の歴史的、文化的価値を高めるためシンポジウムを開催し、郷土に対する愛

着づくりに努めます。 

【主な事業】 

１．狭山池の魅力発見活用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．社会教育施設等ＬＥＤ化事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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２ 教育委員会の活動状況（平成 23 年３月～平成 24 年２月） 

 

（１）大阪狭山市教育委員会委員名簿 

 

職 名 氏 名 備 考 

委員長 山崎 貢 平成 23 年 10 月 1 日就任 

委員長 畠山 久仁代 平成 23 年 9 月 30 日退任 

委員長職務代理者 瀬川 武美  

委員 阪本 栄  

委員 長瀬 美子  

教育長 小林 光明 平成 23 年 7 月 1日就任 

教育長 宮﨑 順介 平成 23 年 6 月 30 日退任 

 

 

【教育委員会事務局組織図】 

                  教育総務グループ 

                   学校教育グループ 

                     フリースクールみ・ら・い 

                   学校給食グループ 

                     学校給食センター  

教育長     教育部     社会教育・スポーツ振興グループ 

                    郷土資料館 

              こども育成室 

             家庭児童相談室 

               子育て支援センター 

             幼稚園 

             第２保育所 
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（２）教育委員会議等の開催状況 

 

①教育委員会議 
 

▽定例会議 

区 分 日  時 付 議 案 件 

第３回 ３月 25 日（木） 

市民ふれあいの里青少年野外活動広場管理運営規則及び市民ふれあいの里スポーツ広場管理運営規則の一部を改正する規則について

平成 22 年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書について 

大阪狭山市体育指導委員の委嘱について 

大阪狭山市指定文化財の指定について 

大阪狭山市立保育所・幼稚園・小学校・中学校の管理職人事異動について 

第４回 ４月 21 日（木） 
平成 24 年度使用中学校教科用図書の採択に係る諮問について 

大阪狭山市指定文化財の指定に係る諮問について 

第５回 ５月 19 日（木) 

大阪狭山市立幼稚園就園奨励のための保育料減免に関する要綱の一部を改正する要綱について

大阪狭山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について

平成 23 年度（2011 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費）について

平成 23・24 年度大阪狭山市社会教育委員の委嘱について 

第６回 ６月 30 日（木） 
大阪狭山市文化財保護審議会委員の委嘱について 

教育委員会教育長の任命について 

第７回 ７月 25 日（月） 平成 24 年度使用教科用図書の採択について 

第８回 ８月 25 日（木） 

大阪狭山市体育指導委員規則の全部改正について 

大阪狭山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市立プール使用条例の一部を改正する条例について 

平成 23 年度（2011 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費）について

第９回 ９月 30 日（木） 

大阪狭山市子育て支援センター条例施行規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

平成 23 年度文化教育功労者表彰被表彰者の決定について 

平成 22 年度大阪狭山市一般会計決算(教育委員会関係費)について 

大阪狭山市教育委員会事務局職員の人事異動について 

第10回 10 月 27日（木） 

平成 24 年度大阪狭山市立幼稚園の新入園児の受入れについて 

大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立総合体育館条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立池尻体育館条例の一部を改正する条例について 

第11回 11 月 24日（木） 

大阪狭山市立山本幼稚園に関する申し入れについて 

平成 24 年度使用拡大教科書の採択について 

平成 23 年度（2011 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費）について
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第12回 12 月 22日（木） 大阪狭山市立山本幼稚園に関する経過等について 

第１回 １月 19 日（木） 
大阪狭山市立幼稚園預かり保育実施要綱の全部改正について 

大阪狭山市立山本幼稚園について 

第２回 ２月 23 日（木） 

大阪狭山市立山本幼稚園の休園について 

大阪狭山市放課後児童会条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市放課後児童会条例施行規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市立図書館条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

平成 23 年度（2011 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

平成 24 年度（2012 年度）大阪狭山市一般会計予算（教育委員会関係）について 

 
 

▽臨時会議 

区 分 日  時 付 議 案 件 

５月 26日(木) 大阪狭山市教育委員会教育委員の辞職願について 

10 月 1 日(土） 
教育委員会委員長の選任について 

教育委員会委員長職務代理者の指定について 
 

12 月 1 日(木） 大阪狭山市立山本幼稚園に関する申し入れに対する回答について 

 

②各種会議 

 

▽社会教育委員会議  

区 分 日  時 会 議 内 容 

第３回 ３月 22日(火) 課題研究会の報告等について 

第１回 ６月 21日(火) 

議長、副議長の選出について 

審査・評価部会及び課題見解委員の選出について 

大阪狭山市青少年問題協議会委員の選出について 

平成 23 年度社会教育関係事務事業について（報告） 

第２回 ７月 27日(水) 
平成 22 年度社会教育関係団体事業費補助金実績報告について 

平成 23 年度社会教育関係団体事業費補助金申請について 

 
 

▽学校給食会理事会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ６月 29日（水） 

平成 23 年度役員の選出について 

平成 22 年度事業報告について 

平成 22 年度収入・支出決算認定について 

その他報告について 
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第２回 ２月 27日（月） 
平成 24 年度事業計画（案）について 

平成 24 年度収入・支出予算（案）について 

その他報告について 

 

▽学校給食衛生管理委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ２月 22日（水） 学校給食施設等定期検査の実施について 

 

 

▽子育て支援センター運営会議 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ４月 23日(金) 
平成 23 年度各子育てセンター・広場事業の事業計画、 

関係機関との連携（現状と課題）及び情報交換 

第２回 １月 30日(月) 各施設・事業の実施状況、情報交換 

 

 

▽次世代育成支援対策推進協議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ５月 25日（水） 平成 22 年度事業の評価について 

第２回 11月11日（金） 平成 23 年度事業の進捗状況及び平成 24 年度目標について 

 

 

▽子ども未来検討委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ５月 24日（木） 就学前児童にかかる施策の検証について 

第２回 ８月 30日（火） 幼稚園・保育所・こども園の再編について 

第３回 11 月４日（金） 幼保連携施策の検証と課題について 

第４回 ２月３日（金） 大阪狭山市子ども未来検討委員会提言内容について 

 

 

▽保・幼・小・中連絡協議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第８回 ３月３日（木） 
今年度の各学校園の交流活動の報告 

来年度にむけての課題等の抽出・検討 
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③教育委員会議以外での活動状況 

 

▽学校関係 

日 内容 場所 
３月11日（金） 市立中学校卒業式出席 各中学校 

３月17日（木） 市立幼稚園卒園式出席 東、西、東野幼稚園 

３月18日（金） 市立小学校卒業式出席 東、西、南第二、南第三、第七小学校

４月６日（火） 市立小中学校入学式出席 北小学校、第三中学校

４月７日（水） 市立幼稚園入園式出席 東幼稚園 

６月５日（日） 市立小学校運動会出席 各小学校 
７月12日（火） 社会教育施設視察 各施設 
７月13日（水） 学校施設視察 各小中学校 
７月15日（金） 学校施設視察 各小中学校 
９月23日（金） 市立幼稚園運動会出席 山本幼稚園 
10 月１日（土） 市立幼稚園運動会出席 東、西幼稚園 
10 月７日（木） 市立中学校体育大会出席 狭山、南中学校 
10 月８日（土） 市立幼稚園及び市内民間保育園運動会出席 こども園、ルンビニ保育園  

10月12日（水） 市立中学校体育大会出席 第三中学校 
10月13日（木） 小学校連合運動会出席 市民総合グラウンド  

11月17日（木） 学校視察 
 
 
 
 

南第三小学校、南中学校 
 

 

  

▽会議・研修関係 

日 内容 場所 

４月５日（火） 市町村教育委員会委員長・教育長会議 アウィーナ大阪 

４月 21日（木） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

４月 25日（月） 
南河内地区市町村連絡協議会（第１回） 

南河内地区人事協議会（第１回） 
南河内府民センタービル

4 月 27、 28 日（水、木） 平成 23 年度近畿都市教育長協議会定期総会 泉大津市 

５月 23日（月） 大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会 アウィーナ大阪 

5 月 2６、 27 日（木、金） 全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 岐阜県 じゅうろくプラザ

７月１日(金) 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

耐震工事及び授業視察 
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７月８日(金) 
南河内地区市町村連絡協議会（第２回） 

南河内地区人事協議会（第２回） 
南河内府民センタービル

７月 22日（金） 大阪府都市教育長協議会夏季研修 アウィーナ大阪 

８月 25日（木） 大阪府都市教育長協議会夏季研修 アウィーナ大阪 

10 月７日（金） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

10月12日（水） 近畿市町村教育委員研修 岸和田市浪切ホール 

10 月 20 日、21 日（木、金）近畿都市教育長協議会研究協議会 豊中市千里阪急ホテル 

10月25日（火） 南河内地区市町村教育長連絡協議会秋季研修会 滋賀県彦根市 

11 月７日（月） 大阪府市町村教育委員研修会 アウィーナ大阪 

11月15日（火） 大阪府都市教育長協議会秋季研修会 交野市 

12 月 23 日～25 日（金～日） 教育長研修 神戸市 

１月 13日（金） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

１月 25日（水） 大阪府都市教育委員会委員長研修会 津波・高潮ステーション

１月 31日(月) 
南河内地区市町村連絡協議会（第３回） 

南河内地区人事協議会（第３回） 
羽曳野市役所 

２月３日（金） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

２月８日（水） 南河内地区市町村教育委員研修会 ＬＩＣはびきの 

２月 23日（木） 
南河内地区市町村連絡協議会（第４回） 

南河内地区人事協議会（第４回） 
南河内府民センタービル

２月 27日（月） 市町村教育長協議会 プリムローズ 

 
 
▽その他 

日 内容 場所 

５月８日（日） 市民体育大会開会式 市立総合体育館 

11 月３日（水） 文化教育功労者表彰式 
 
 
 

SAYAKA小ホール 

入場行進 

委員長式辞 
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11月26日(土) こどもフェスティバル・ 
子育てフォーラム 2011 

SAYAKA大ホール 

１月10日（月） 成人式 
 
 
 

SAYAKA大ホール 

２月５日（土） 第 55回南大阪駅伝競走大会 
 
 
 

PL教団本庁内コース

 

委員長あいさつ

花束贈呈 

開会式 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅰ 子育てにやさしさを 

 

 
❐認定子育てサポーターを中心に、地域の身近なところで様々な子育て支援を展開し 

ます。 

❐地域の子育て支援の拠点施設を運営するほか、子育てボランティアの方々に協力を 

いただきながらプレイセンター事業を拡大していきます。 

❐軽度発達障がい等の児童とその保護者を対象に、専門的な相談や療育の場を提供し、 

子育て支援を行います。 

❐『赤ちゃんの駅』の設置促進を図るとともに、子育てマップを作成して、乳幼児連れ 

で安心して外出できる環境づくりに取り組みます。 

❐放課後児童会の充実とともに、指導員の資質の向上に向け指導体制の強化に努めます。 

❐家庭教育活性化事業を活用し、親子の絆とふれあいを通じ、家庭教育の充実を図りま 

す。 

❐食物アレルギー対応をはじめ、安心で安全な学校給食の充実を図ります。 

  

 

【主な事業】 

 

１．家庭教育支援事業（学校教育グループ） 

２．安心・安全な学校給食推進事業（学校給食グループ） 

３．家庭教育力活性化事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

４．認定子育てサポーター事業（こども育成室） 

５．プレイセンター推進事業（こども育成室） 

６．発達障がい児等支援事業（こども育成室） 

７．赤ちゃんの駅推進事業（こども育成室） 

８．こどもフェスティバル・子育てフォーラムの開催（こども育成室） 
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平成 23 年度点検・評価調書 

 

施 策 名 子育てにやさしさを 担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 家庭教育支援事業 

概  要 

中学校区ごとに地域で活動する人材を家庭教育サポーターリーダーとし

て、学生ボランティア（サポーター）や学校教職員などで構成された家庭教

育支援チームを設置し、小中学校･地域の取組の連携を深め、家庭教育支援

体制を強化するとともに、個々の家庭の状況に応じた適切な支援活動を研究

実施する。 
家庭教育支援チームは、子育てに悩みを抱える家庭（保護者）や学校から

の依頼に基づき、支援方針を決定する。またその際、必要に応じて市教育委

員会や大学教員等の指導助言を受ける。 
 具体的な支援として、相談や個別訪問（家庭訪問）、学校における別室指

導時のサポートなどを実施する。 
 

成果と評価 

 全ての中学校区でリーダーを中心に活動がスタートしており、２つの中学

校区では学生のサポーターを活用し、別室登校時や家庭訪問での支援を行っ

ている。サポーターやリーダーは学校と保護者の仲介役として、機能してお

り、12月末現在でリーダーは 84回、サポーターは 30回活動している。 

今後の課題

と目標 

 家庭教育支援チームは、学校からの依頼に基づいて派遣しており、教職員

への周知が重要である。今後は家庭教育通信等を学校向けに配付し、事業を

より多くの教職員に周知することで、ニーズの拡大を図っていく。 
 

【課長コメント】 
核家族が増え、子育てに悩みを抱える家庭が多くなった今、どの子もが健やかに成長し

ていくためには学校と家庭との連携は欠かせない。子どもや家庭の状況に応じた連携を図

りながら、家庭への働きかけを積極的に進める取組を具体に推進していく必要がある。 
 

Ⅰ-１
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子育てにやさしさを 担当グループ 学校給食グループ 

事 業 名 安心・安全な学校給食推進事業 

概  要 

アレルギーを持つ児童・生徒が健康で安全な生活を営み、健やかな成長が

図れるよう、卵、乳製品（牛乳・チーズ・ヨーグルト・バター・脱脂粉乳等）、

いか、えび及びかにの５種類９品目について除去を行うほか、卵や乳製品を

含むデザート（プリン・ヨーグルト等）でアレルギーをおこす児童・生徒に

は代替としてゼリーを提供することで、アレルギー対応の推進を図る。 

また、学校給食に伴う情報提供の充実を図る。 

成果と評価 

12月末現在の除去食希望者 28名（小学校 24名・中学校４名） 
 

【内訳】・食材別除去〔卵 17 名・乳製品 11 名・いか 8名・えび 11 名・かに 13 名〕 

    ・デザートの代替〔卵 17 名・乳製品 11 名〕 
 
小麦・麦アレルギー対応として、４月からカレーライスやハヤシライスに

使用している小麦粉を米粉に替えるなど、みんなが一緒に食べられる給食づ

くりに努めた。味等についても影響なくほとんどの児童・生徒が食べられる

給食の提供ができた。 
 また、食材の放射性物質に伴う保護者の不安を取り除くために、給食で使

用する食材の購入の流れについて献立表を通じて定期的に情報提供すると

ともに、９月より野菜・肉・魚介類等の食材の情報をホームページで月単位

の公表することとした。 
 

今後の課題

と目標 

 食物アレルギー除去食の対応において、除去することによりその副食その

ものが無くなるものについては家庭からおかずを持参されており、副食その

ものがなくなる場合の対応として代替食の検討が必要である。 

【課長コメント】 
食物アレルギー対応について、保護者・学校・給食センターとの共通認識、連携を図り

ながら、安心・安全でみんなに喜んでもらえる給食づくりに取り組んでいきたい。 

Ⅰ-２ 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子育てにやさしさを 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 家庭教育力活性化事業 

概  要 

すべての教育の出発点である家庭教育力の充実をめざし、親子の絆とふれ

あいを通じて、子どもたちが基本的な生活習慣や倫理観、豊かな情操、自立

心や自制心、社会的なマナーなどを身に付けられるよう、親学びの学習機会

や情報の提供、各担当部署との連携による家庭教育支援事業等を行う。 

成果と評価 

【開催事業】 

事業名 内  容 

おやこのふれあいサークル「わ」 
親子のふれあいを大切にしながら、実施する

スポーツ教室 

ブックスタート事業 

ブックスタートフォローアップ事業

定期健診の４ヶ月児及び 10 ヵ月児を対象に

読み聞かせと絵本の配布 

公民館事業 「親学び講座」（いっしょに子育て） 
 

今後の課題

と目標 

親子のふれあいの希薄化などに起因する、親が子育てに関する不安を持つ

問題に関して、今後も、親や親子を対象に、問題に即した家庭教育講座など

の各種事業を継続して実施する必要がある。 
 

【課長コメント】 
「親と子どものふれあい」をめざして、親や親子を対象に、子育てに係わるＮＰＯやグル

ープなどと協働し、問題に即した家庭教育に関する各種事業を実施することが大切である

ことを重視し、取組を進める必要がある。 

 

Ⅰ-３ 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子育てにやさしさを 担当グループ こども育成室 

重点事業 認定子育てサポーター事業 

概  要 

子育てや保育経験のある市民を対象に養成講座を実施し、受講者を子育て

サポーターとして認定する。子育てサポーターによる新しい取組によって、

各地域での子育て支援の充実を図る。 

 

 

成果と評価 

○「あおぞらひろば」の実施（12 月末現在） 

【公園・地区会館】 

すりばち池公園・くみの木第７公園・池之原児童遊園（10 月からは池之
原会館）の３箇所で 11回実施。合計 85組の親子が参加。 
【幼稚園等】 

市内幼稚園６箇所・保育所１箇所・こども園で 38回実施。合計 617組の
親子が参加。 

 
○「プレイセンター事業」等への協力 
子育てマップを作成し、関係機関の窓口にて配布。 
→子育て中の世帯への情報提供となり好評となった。 
 

今後の課題

と目標 

今後も定期的に養成講座を実施するとともに、子育て支援の情報や活動場

所（機会）の提供を行っていく。 
来年度もより多くの新規サポーター登録者をめざす。 

【課長コメント】 
全く新しい取組であり、どのような形で活動していくのかなど課題が多くあったが、専

任コーディネーターを配置し、各サポーターが活動しやすい環境づくりを進めることによ

って、当初期待して以上の活動となった。 
 

Ⅰ-４ 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子育てにやさしさを 担当グループ こども育成室 

重点事業 プレイセンター推進事業 

概  要 

子どもに〝自分で選ぶ遊び〟を、親に〝親のための学習〟を提供できるよ

う、子育て家庭の親と子どもが会員となって共同運営を行い、地域の協力も

得ながら親と子どもが一緒に成長できるプレイセンター活動を支援するこ

とで、子育てしやすい環境づくりを進める。 

 

 

 

成果と評価 

 
【活動内容】 
 

名    称 活 動 拠 点 活 動 回 数 参加親子 
たんぽぽの会 東野幼稚園 24回 22組
こぐまの会 東池尻会館 20回 19組

チェリービーンズ 東村公民館 12回 9組
   （平成 24年３月末予定）

 
その他 ３団体交流会を SAYAKAホールで実施（50組の親子が参加） 
 

今後の課題

と目標 

市民協働事業として、市域で多くの団体がプレイセンター活動を行えるよ

う、認定子育てサポーターと連携して、団体の立ち上げやその後の円滑な運

営を支援していく。 
 
 
 
 

【課長コメント】 
市民協働事業という難しさもあるが、一歩ずつ着実に事業を拡大することができた。 
 

Ⅰ-５ 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしさを 担当グループ こども育成室 

重点事業 発達障がい児等支援事業 

概  要 

発達障がいやサポートが必要な児童とその保護者を対象に、専門的な相談

や個々に応じた療育の場を提供する。 

相談・・中学生までの児童又はその保護者を対象に随時実施 

療育・・小学校３年生までの児童を対象に隔週１回実施 

成果と評価 

相談件数・・15 件（平成 23 年 12 月末現在） 

（内訳） 家庭生活４件・教育保育３件・進路５件・情報提供１件 

     その他２件 
 

療育・・18 人（就学前児童９人、小学生９人）今年度は受入枠を６人増 

 

【療育を受けた児童の変化】 （例） 

・一定時間着席して過ごせるようになった。 

・スケジュールを提示することで、自分から次の行動がスムーズに行え 

 るようになった。 

・一人遊びが多かったが、周りの人とコミュニケーションが取れるよう 

 になってきた。 

・援助要求（教えて・手伝って）が出来るようになった。 

 

【親の変化】 （例） 

・児童の行動に対して叱るのではなく、『今何をしたらいいのか』を伝え、

よい行動が出来た時には誉めるようになった。 

 

今後の課題

と目標 

今後も学校・園との連携を深め、子どもにとってより良い環境に努めたい。

 

【課長コメント】 
今年度は、初年度の状況を踏まえ、療育の受入枠を 12人から 18人に拡大した。 
 

Ⅰ-６ 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子育てにやさしさを 担当グループ こども育成室 

事 業 名 赤ちゃんの駅推進事業 

概  要 

公共施設や民間の店舗等に設けた、おむつ替えや授乳ができるスペース

「赤ちゃんの駅」の設置施設の周知を図り、安心して乳幼児を連れて外出で

きる環境を整備する。 

成果と評価 

【赤ちゃんの駅】 

○公共施設      11ヵ所 
○幼稚園・保育所   13ヵ所 
○民間施設       ７ヵ所 

 
【移動式「赤ちゃんの駅」テント】３基 
市内の各種イベントに活用された。 
今年度は、テントを１基追加購入し、利用度の充実を図った。 
  
・さやま池まつり   ・ぽっぽえんまつり 
 ・小学校等の運動会  ・ふれあいの里こどもまつり 等 

 

今後の課題

と目標 

赤ちゃんの駅については、継続して商工会や開発指導の関係機関と連携し

ながら民間店舗の協力促進を図り、市内に「赤ちゃんの駅」のシンボルマー

クを掲げることで、親子で安心して外出できる環境をより推進して行きた

い。 
また、移動式テントの貸し出しについて、広報やホームページで啓発する

とともに、市や各種団体の野外での行事把握など、イベント主催の関係部署

等と連携して活用促進の PRを図る。 
 

【課長コメント】 
「赤ちゃんの駅」のテントは２基あったが、今年度さらに１基を購入し充実させた。 
また、子育てサポーターの協力によって作成した「子育てマップ」は、赤ちゃんの駅の

表示がしてあり市民の方々に好評であった。 
 

Ⅰ-７ 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子育てにやさしさを 担当グループ こども育成室 

事 業 名  こどもフェスティバル・子育てフォーラムの開催 

概  要 

子育て世帯や子育て支援に関心のある市民を対象にこどもフェスティバ

ル・子育てフォーラムを開催し、つながりのある教育と市全体で子育て家庭

を支援する機運を高める。 

成果と評価 

今年は、毎年行われているこどもフェスティバルの一環として 11 月 26 日

（土）に SAYAKA ホール（大ホール）で「こどもフェスティバル・子育てフ

ォーラム 2011」を開催。 

 絵本作家の村中季衣氏による子育て講演と人形劇団カッパ座による「泣い

た赤鬼」の公演。1,000 人以上の市民が参加し、好評を博した。 

 また、11 月 27 日から 30 日まで、認定子育てサポーターや読み聞かせボ

ランティアの人たちが企画・運営を行う「紙と絵本のあそび展」を開催。 

 ３日間で、1,000 人の市民が会場（SAYAKA ホール大会議室）に訪れた。 

今後の課題

と目標 

こどもフェスティバルや子育てフォーラムといった取組は、つながりのあ

る教育や地域ぐるみで子育てを行う環境づくりに有効であると考えられる

ことから、今後、関係機関と連携するなど内容を充実させ、より効果的なも

のとなるよう検討していきたい。 
 

【課長コメント】 
こどもフェスティバルや子育てフォーラムは多くの来場者があり大盛況であった。 

「紙と絵本の遊び展」も市民協働のもと、期待以上の参加者となり大好評で、多くの親

子連れや園児等に喜ばれた。 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅱ 子どもにちからを 

 

 
❐教育指針（スピカプラン8）にもとづき、各校園の特色ある取組を進めます。 

❐学力向上PATHプラン（平成21～23年度）を中心に学力向上を核とした小・中 

学校教育の充実を図ります。 

❐英語、理科、体育指導を充実させるため、市民力を活用した取組を進めます。 

❐子どもの自主的な読書活動を推進するため、「読書 eプラン」をもとに就学前から 

中学校卒業後までを見通した読書環境づくりに努めます。 

❐学校づくり応援事業により、教育活動や学校運営を改善していきます。 

❐環境への取組を推進します。（エコ21の取組を部内はもとより学校園にも拡充する） 

 

 

【主な事業】 

 

１．図書館整備事業（教育総務グループ） 

２．学力向上推進事業（学校教育グループ） 

３．体力向上推進事業（学校教育グループ） 

４．読書ｅプラン推進事業（学校教育グループ） 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもにちからを 担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 学校図書館整備事業 

概  要 

児童生徒の主体的な学習活動を支えるとともに、読書活動を通じて子どもの

人間形成や情操を育む場として学校図書館の役割は極めて重要であることか

ら、基準冊数を目標に図書を整備し、学校図書館を充実させる。 
 
【各校の蔵書数】                       （単位：冊） 

学校名 基準冊数 Ｈ２２ Ｈ２３ 達成率 学校名 基準冊数 Ｈ２２ Ｈ２３ 達成率

東小学校 12,160 8,507 9,336 76.8％ 南第三小学校 7,960 8,088 8､200 103.0％

西小学校 10,760 8,459 9,079 84.4％ 第七小学校 10,360 9,004 9,400 90.7％

南第一小学校 8,760 9,314 9,696 110.7％ 狭山中学校 13,120 10,277 10,970 83.6％

南第二小学校 10,360 8,734 8,810 85.0％ 南中学校 13,120 13,348 13,930 106.2％

北小学校 9,160 8,269 8,730 95.3％ 第三中学校 13,120 10,067 10,500 80.0％

※H22 は年度末、H23 は年度末予定冊数  基準冊数は学級数の増減により変化する。  

 

成果と評価 

臨時交付金の活用により大幅な増冊を実現した過去２年に比べると小規模

な整備となった。しかし、小学校で平均 92％、中学校で 90％となり、全体で
の達成率は 90％を上回った。 
 

今後の課題

と目標 

蔵書率は年々増加しているが、基準冊数をクリアした学校は現在３校のまま

である。次年度には校数を増やしたい。 
基準冊数をクリアした学校は、今後、基準冊数の維持を、その他の学校につ

いては、引き続き基準冊数のクリアを目標に整備に努める。しかし、廃棄図書

との兼ね合いもあるため、計画的な整備が重要になる。 

 
 

【課長コメント】 
 今後とも、蔵書率の増加に努めたい。 
 

Ⅱ-１
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもにちからを 担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 学力向上推進事業 

概  要 

各学校で、学力調査等の結果を活用するなど子どもの実態を踏まえた教材

研究や子どもが主体的に活動する場面を豊かに取り入れた授業づくりの研

究を推進する。 

 中学生に対して、放課後や長期休業中に継続的な支援として、大学生や市

民などの人材を学習支援チューターとして活用し学習支援を行う。 

また、大学生や、退職教員等の有用な外部人材を理科支援員として小学校、

中学校の理科の授業に配置し、理科の授業における観察・実験の充実を図る。

成果と評価 

【取組内容】 

項 目 取組内容 成 果 

授業改善 ・子ども主体の活用力の育成に重点を置

いた授業改善に取り組む。 

･教職員からの授業評価をもとに授業に

ついての研究を実施する。 

問題解決型の授業が多くの学

校で行われるようになってき

た。 

学習支援 ・学習支援チューター９名が各中学校で

希望者に対して個々の課題に応じた学

習支援を行う。 

個に応じた指導が展開できて、

基礎基本の定着を図ることが

できた。 

理科支援員の配置 各校１名配置の支援員が理科室の整備

や実験の準備および片付けの補助を行

う。 

備品や薬品の管理が確実に行

われ、実験や観察を中心とした

授業を展開できた。 
 

今後の課題

と目標 

・中学校区における小中連携をさらに発展させ、９年間を見通した学習指導

や生徒指導について、指導方法の系統性を確立する。 

・学力向上担当者会を定期的に開催し、各校の成果や課題を共有する中で、

授業づくりや家庭学習支援の方法などをさらに改善していく。 

・中学校で問題解決的学習に重点を置いた授業を推進し、授業研究を中心と

した校内研修を推進する。 

・外部人材の活用をさらに定着させ、子どもたちの学習環境をさまざまな面

から充実させる。 

【課長コメント】 
教師主導型授業ではなく、子ども主体の学習活動を大切にした授業では、どの子も生き

生きと取り組んでいる。どの学校のどの学級でもそんな姿が見られるように、外部人材の

活用を図りながら、学力向上とともに自尊感情の育成に焦点をあてた取組を推進していき

たい。 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもに力を 担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 体力向上推進事業 

概  要 

児童・生徒の体力・運動能力の向上をめざして、体育と剣道の指導支援員

を配置し、小学校においては体育の授業におけるきめ細やかな指導の充実を

図る。中学校においては新学習指導要領の武道必修化に対応した剣道指導支

援員を配置し、体育の指導の充実を図る。 

また、小中学校に長縄を配布し、児童生徒の運動遊びの機会を増やし、体

力向上と集団づくりを推進する。 

成果と評価 

・小学校においては、学級担任と体育指導支援員による複数の指導体制によ

り、児童の状況に合わせたきめ細やかな指導ができるようになり、多くの児

童の運動する意欲や技能、体力を向上させることができた。 
・中学校においては、剣道指導支援員と体育科担当教員とが連携して学習指

導計画を作成したり、実技講習会を実施したりするなど、来年度の本格実施

に先駆けて内容の充実した剣道指導をスムーズにスタートさせることがで

きた。 
・児童生徒が継続的に意欲を持って縄跳び遊びに取り組めるよう、市内各

小・中学校の記録を種目毎にホームページに掲載する「さやまチャレンジラ

ンキング」を実施した。記録更新を目指す中で、児童生徒の持久力や集団と

してのチームワークを向上させることができた。 

今後の課題

と目標 

 体育指導支援員、剣道指導支援員、長縄の取組を通して、確実に児童生徒

の体力や運動の意欲、技能を向上させることができた。今後は今年度の取組

を踏まえ、体力向上担当教員連絡会等の場を通して、効果的な体育指導支援

員との連携協力のあり方やより効果的な運動の指導方法について共有して

いきたい。 
 また、剣道指導については、引き続き体育科担当教員対象の実技研修を実

施し、教員のスキルアップと剣道指導支援員との一層の連携を図ることで、

よりきめ細かな剣道指導ができるよう取り組んでいきたい。 

【課長コメント】 
運動する子どもと運動しない子どもとの二極化が顕著である。長縄跳び以外にも種目を

広げ、どの子も体力・運動能力の向上をめざして意欲的に取り組めるよう、学校現場と連

携しながら工夫していく必要がある。 

Ⅱ-３ 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもに力を 担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 読書 eプラン推進事業（学校図書館地域開放事業） 

概  要 

子どもが本に親しみ読書の楽しさを知るなかで、幅広い知識、考える力、

コミュニケーション力、言語力等を獲得できるよう、各学校に巡回司書を派

遣し、一貫性・継続性のある読書活動を構築する。 

また、子どもが読書に親しむ機会の充実を図るため、夏季休業中などに学

校図書館を地域に開放する。 

成果と評価 

・巡回司書を 10月から３月において、各校に 10回（１回６時間）派遣し、
各学校の状況に応じた読書活動を推進することができた。 
・学校図書館開放においては、各校夏季休業中を中心に実施し、子ども（218
人）大人（35人）の地域の方が、利用された。（西小・南中・第三中は、耐
震工事の関係で 10月以降の開放） 
・昨年度から実施の「読書感想文」「図書館を使った調べる学習」「読書感想

画」の各コンクールでは、下記の応募があり、こどもフェスティバルにおい

て発表・表彰し、更なる意欲の向上を図った。 
コンクール名 対 象 応募総数 各 賞 

読書感想文 小学生 1,964
市長賞・教育長賞・図書館長賞（各１）

優秀賞（６） 

図書館を使った調べる学習 小・中学生 711
市長賞・教育長賞・図書館長賞（各１）

優秀賞（４）佳作（８） 

読書感想画 
保・幼園児

小・中学生
1,821

市長賞・教育長賞（各１）・ロータリー

クラブ会長賞（４）佳作（４） 

・eプラン図書・絵本の学校園への貸し出しを企画し、教職員による面展台
の作成や「ひろば読み」を実施することにより、絵本に親しみ、読書意欲を

向上することができた。 

今後の課題

と目標 

幼児期には読書の楽しさを、小中学校では読書活動を通して「学ぶ力」や

「豊かな心」を育んでいけるよう、学校園や関係機関等との連携を図りなが

ら、これまでの取組を継続し、発展させていきたい。 
 

【課長コメント】 
言語力の育成が求められている今、学力向上・情操教育において、読書活動を大切にし

ていく必要がある。どの子もが幼少期から心に響く豊かな本（絵本）に出会い、本の世界

で感じた自分の思いをのびのびと表現できる取組を今後も推進していきたい。 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅲ 子どもに安全・安心を 

 

 
❐幼稚園、小学校、中学校の校舎・屋内運動場の耐震化を年次計画により推進します。 

また、耐震化にあわせてトイレ改修（乾式化）を行うなど老朽施設の大規模改修を実 

施し、良好な学習環境の整備に努めます。 

❐保育所、幼稚園、小学校、中学校の安全対策を推進し、学校園の安全確保に努めます。 

 

【主な事業】 

 

１．施設整備事業（教育総務グループ） 

２．安全対策事業（教育総務グループ） 

３．安全・安心スクール事業（学校教育グループ） 

４．市立幼稚園耐震整備事業（こども育成室） 
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平成 23 年度点検・評価調書 

 

施 策 名 
子どもに 

安全・安心を 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設整備事業（西小学校校舎耐震補強工事） 

概  要 

児童が１日の大部分を過ごす学校の校舎で、大規模な地震（震度６強以上）

が発生しても、建物の倒壊による死傷者が発生しないように耐震補強工事を

実施する。 

【工事場所】 

棟別種類 構造 床面積 

管理・教室棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 2,086 ㎡

特別教室棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 820 ㎡

教室棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 173 ㎡

【工事内容】 

・耐震補強工事 

鉄骨ブレース 管理・教室棟５箇所 

ＲＣ壁補強  管理・教室棟２箇所、教室棟１箇所、特別教室棟２箇所 

・大規模改造工事 

外壁全面改修 

トイレ改修 

エアコン設置（図書室、多目的教室、会議室、音楽室） 他 

 

成果と評価 

児童には多少の不便をかけたが、耐震補強工事の実施により地震災害発生

時に対する備えへの改善が図られた。 

今後の課題

と目標 

耐震補強工事は、原則夏季休業中に工事を施工する。そのため、工期短縮

にあたり、工事施工者及び学校関係者側と十分な話し合いを行い、工事工程

計画を立案する必要がある。 

【課長コメント】 
耐震補強工事が完了したことにより、安全・安心な場の提供ができている。 
しかし、校舎内の設備が老朽化してきており、大規模改修の必要がある。 

Ⅲ-１
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子どもに 

安全・安心を 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設整備事業（南第三小学校校舎耐震補強工事） 

概  要 

児童が１日の大部分を過ごす学校の校舎で、大規模な地震（震度６強以上）

が発生しても、建物の倒壊による死傷者が発生しないように耐震補強工事を

実施する。 

【工事場所】 

棟別種類 構造 床面積 

管理・教室棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 1,500 ㎡

教室棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 3,025 ㎡

【工事内容】 

・耐震補強工事 

ＰＣブレース 管理・教室棟４箇所、教室棟６箇所 

ＲＣ袖壁増設 管理・教室棟６箇所、教室棟７箇所 

ＲＣ柱補強  管理・教室棟６箇所、教室棟５箇所 

ＲＣ壁増設  教室棟５箇所 

・大規模改造工事 

外壁全面改修 

トイレ改修 

エアコン設置（図書室、カウンセリングルーム、音楽室、職員室、校長室、保健室）他

成果と評価 
児童には多少の不便をかけたが、耐震補強工事の実施により地震災害発生

時に対する備えへの改善が図られた。 

今後の課題

と目標 

耐震補強工事は、原則、夏季休業中に工事を施工する。そのため、工期短

縮にあたり、工事施工者及び学校関係者側と十分な話し合いを行い、工事工

程計画を立案する必要がある。 
 

【課長コメント】 
耐震補強工事が完了したことにより、安全・安心な場の提供ができている。 
しかし、校舎内の設備が老朽化してきており、大規模改修の必要がある。 

Ⅲ-２



 30

平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子どもに 

安全・安心を 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設整備事業（狭山中学校屋内運動場耐震補強工事） 

概  要 

屋内運動場は、生徒が授業で使用するとともに、土・日曜日も学校開放を

行っているため使用率が高く、かつ、災害時には避難所となる。大規模な地

震（震度６強以上）が発生しても、施設の利用が可能となるように耐震補強

工事を実施する。 

【工事場所】 

棟別種類 構造 床面積 

屋内運動場 鉄筋コンクリート造 ２階建 1,172 ㎡

【工事内容】 

・耐震補強工事 

ＲＣ梁及びＲＣスラブの設置等 

・大規模改造工事 

外壁全面改修 

トイレ改修 

屋上防水改修 他 

 

成果と評価 

生徒には多少の不便をかけたが、耐震補強工事の実施により地震災害発生

時に対する備えへの改善が図られた。 
また、大規模改修工事を実施し、教育環境の改善を図った。 

今後の課題

と目標 

中学校の屋内運動場を耐震補強工事する場合、雨天時には体育の授業が実

施できない期間が発生する。そのため、工事期間を可能な限り短縮する必要

があり、工事施工者と十分な話し合いを行う必要がある。 
 

【課長コメント】 
耐震補強工事が完了したことにより、安全・安心な場の提供ができている。 

 

Ⅲ-３
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子どもに 

安全・安心を 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設整備事業（市立南中学校校舎・屋内運動場耐震補強工事） 

概  要 

生徒が１日の大部分を過ごす学校の校舎及び屋内運動場で、大規模な地震

（震度６強以上）が発生しても、建物の倒壊による死傷者が発生しないよう

に耐震補強工事を実施する。 

【工事場所】 

棟別種類 構造 床面積 

教室棟① 鉄筋コンクリート造 ３階建 1,366 ㎡

管理棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 1,875 ㎡

教室棟② 鉄筋コンクリート造 ３階建 2,016 ㎡

渡り廊下 鉄筋コンクリート造 ３階建 72 ㎡

屋内運動場 鉄筋コンクリート造 ２階建 1,005 ㎡

【工事内容】 

・耐震補強工事 

鉄骨ブレース 教室棟①３箇所、管理棟５箇所、教室棟②５箇所、屋内運動場 48 箇所 

ＲＣ壁補強  管理棟５箇所 

ＲＣ壁増設  管理棟１箇所、教室棟②１箇所 

袖壁補強   渡り廊下６箇所 

・大規模改造工事 

トイレ改修 

エアコン設置（図書室、教育相談室、第二音楽室、ラーニングルーム、職員室、校長室、保健室） 他

成果と評価 
生徒には多少の不便をかけたが、耐震補強工事の実施により地震災害発生

時に対する備えへの改善が図られた。 
 

今後の課題

と目標 

中学校の屋内運動場を耐震補強工事する場合、雨天時には体育の授業が実

施できない期間が発生する。そのため、工事期間を可能な限り短縮する必要

があり、工事施工者と十分な話し合いを行う必要がある。 
 

【課長コメント】 
 耐震補強工事が完了したことにより、安全・安心な場の提供ができている。 
しかし、校舎内の設備が老朽化してきており、大規模改修の必要がある。 

Ⅲ-４
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子どもに 

安全・安心を 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設管理事業（市立第三中学校校舎耐震補強工事） 

概  要 

生徒が１日の大部分を過ごす学校の校舎で、大規模な地震（震度６強以上）

が発生しても、建物の倒壊による死傷者が発生しないように耐震補強工事を

実施する。 

【工事場所】 

棟別種類 構造 床面積 

管理・教室棟 鉄筋コンクリート造 ４階建 3,755 ㎡

特別教室棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 1,878 ㎡

【工事内容】 

・耐震補強工事 

鉄骨ブレース 管理・教室棟８箇所 

ＲＣ壁補強  管理・教室棟３箇所 

袖壁増設   管理・教室棟１箇所 

柱補強    管理・教室棟３箇所、特別教室棟４箇所 

スリット   特別教室棟５箇所 

・大規模改造工事 

外壁全面改修 

トイレ改修 

エアコン設置（図書室、会議室、音楽室、校長室、多目的教室、ＰＣ準備室） 他

成果と評価 
生徒には多少の不便をかけたが、耐震補強工事の実施により地震災害発生

時に対する備えへの改善が図られた。 
 

今後の課題

と目標 

耐震補強工事は、原則夏季休業中に工事を施工する。そのため、工期短縮

にあたり、工事施工者及び学校関係者側と十分な話し合いを行い、工事工程

計画を立案する必要がある。 
 

【課長コメント】 
 耐震補強工事が完了したことにより、安全・安心な場の提供ができている。 
しかし、校舎内の設備が老朽化してきており、大規模改修の必要がある。 

Ⅲ-５
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもに安全・安心を 担当グループ 教育総務グループ・こども育成室 

事 業 名 安全対策事業 

概  要 

不審者等に起因する事件・事故等から、子どもたちを守るため、各小学校

及び幼稚園に安全管理員１名の配置を行う。 

また、小学校の新一年生全員に防犯ブザーを配布し、子どもたちの安全対

策を図る。 

 

○安全管理員の基本配置時間等 

（幼稚園） 月・火・木 8 時 30 分～14 時 

        水   8 時 30 分～12 時 

        金   8 時 30 分～15 時 

（小学校） 各校の必要とする時間帯に配置 

＊配置日数については、各校・園の就学、就園期間中 

 

成果と評価 

安全管理員の配置、防犯ブザーの携帯等が犯罪発生の抑止力の一翼を担

い、子どもたちが不幸な事件・事故に巻き込まれることなく、安全に就学す

ることができた。 
 
 

今後の課題

と目標 

小学校の安全管理員の配置については、大阪府からの交付金措置が今年度

より廃止となった。しかし、人の目による見守りが効果的な手法の１つであ

ると考え、今年度は市単費で引き続き安全管理員を配置した。併せて昨年度

に設置した防犯カメラ・オートロックを有効的に活用することで、今後も

人・物両面での安全対策に努める。 
 
 

【課長コメント】 
 昨年度は、正門に常駐で安全管理員を配置していた。しかし、今年度は正門に常駐では

なく登下校時を中心に安全管理員を配置した。学校により登下校時間が異なることから、

学校ごとに今年度の安全管理員の配置状況を検証し、来年度以降の参考にする必要がある。

 

Ⅲ-６
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもに安全・安心を 担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 安全・安心スクール事業 

概  要 

地域防災の担い手となる中学生の防災意識と防災行動力の向上を目的に、

心肺蘇生法や AED等救命手当てについての「普通救命講習」を実施し、資
格を取得できるようにする。 
 

成果と評価 

大阪狭山市消防本部救急グループと連携し、各中学校で１時間の心肺蘇生

法・AED等救命手当ての実技講習を実施した。 
・市内中学三年生 483名が受講した。 

(狭山中 161名、南中 153名、三中 169名) 
・大阪狭山市消防本部が購入した救命講習用人形 50体を実技講習で使用
した。(今年度は南中学校 91名を対象に活用) 

・中学校の保健体育での救命手当て等の授業（３年間で５時間）に基づい

て、本事業を実施した。 
・東日本大震災の教訓もあり、生徒は意欲的に取り組んでいた。また、ア

ンケート結果からも、十分理解できた内容であったと考えられる。 
 
 

今後の課題

と目標 

来年度以降も、市内中学校の三年生全生徒を対象に実施継続する予定だ

が、受講者が多数であるため指導者の確保が今後困難になることが予想さ 
れるため、安全安心推進リーダーに協力依頼を検討する。 

 

【課長コメント】 
中学校での授業に基づいた実践的なこの「普通救命講習」の体験は、どの子もの今後の

生活において必ず活かされるものである。今後もすべての生徒に対して、継続して実施し

ていきたい。 

Ⅲ-７
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもに安全・安心を 担当グループ こども育成室 

事 業 名 市立幼稚園耐震整備事業 

概  要 

市立幼稚園において耐震化の必要な東幼稚園、南第二幼稚園、南第三幼稚

園（こども園）の耐震化工事を実施した。 

【耐震補強工事】 

施設名 鉄骨ブレース ＲＣ壁増設 開口閉塞 

東幼稚園 1 ヶ所 2 ヶ所 －－ 

南第二幼稚園 －－ －－ 2 ヶ所 

南第三幼稚園 －－ －－ 2 ヶ所 

【その他工事】 

・トイレ改修（東・南第三幼稚園）他 

 

成果と評価 

幼稚園の耐震補強工事は全て終了し、耐震化にあわせて老朽施設の改修も

行った。 

今後の課題

と目標 

 耐震補強工事は完了したが、園児が安心して学べる環境を提供するため、

補修や営繕等、引き続き適切な施設の維持管理を図っていかなければならな

い。 
 
 
 
 

【課長コメント】 
市立幼稚園の全園の耐震化率が 100％になったが、今後も園児の安全を保障するため、

施設、遊具の補修・営繕に努めていきたい。 
 

 

Ⅲ-８
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅳ 市民にこころの豊かさを 

 

 
❐公民館・図書館・スポーツ施設の円滑な運営に努め、市民に多様な学習機会や情報 

の提供を行い社会教育の充実に努めます。 

❐市民の誇りである狭山池の歴史的・文化的価値を高めるため講座等を開催し、郷土 

に対する愛着づくりに努めます。 

 

【主な事業】 

 

１．狭山池の魅力発見活用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．社会教育施設等 LED化事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 
市民にこころの 

豊かさを 
担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ

事 業 名 狭山池の魅力発見事業 

概  要 

 歴史遺産である狭山池を市のシンボルに位置づけ、市内外にその魅力を発

信することで、郷土に対する愛着を深めてもらい、地域の活性化につなげる。

平成 23 年度も昨年に引き続き、狭山池の歴史的価値の再検討を目的とし

たシンポジウムの開催と国の文化財指定を受けるための準備を進めていく。

成果と評価 

平成 22年度に引き続き、平成 23年 10月 15日（土）に「東アジアの水
利灌漑と狭山池」と題した狭山池シンポジウムを古代日本、古代中国、古代

韓国のそれぞれの水利灌漑に造詣の深い教授陣を迎え、講演とパネルディス

カッション形式で開催した。来場者は 163 人で、狭山池と東アジアの水利
灌漑の発展・伝来との関係を広く市民に知らせて、狭山池の魅力を発信する

ことができた。 

また、昨年度に引き続き、国の文化財指定をめざし、文化庁との調整を進

めた。 

今後の課題

と目標 

今後も狭山池が歴史的遺産としての魅力を更に市内外に発信するために、

市民にわかりやすいテーマ設定を行い、狭山池シンポジウムを開催する。 
併せて、国の文化財指定を目指し、狭山池の歴史的価値を更に調査するた

めに、調査委員会の設置に取り組む。 

【課長コメント】 
「狭山池の魅力」について、シンポジウムをはじめ、更なる啓発事業の取組を通して、狭

山池を中心とする地域文化を育むための支援を行う必要がある。 

 

Ⅳ-１
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平成 23 年度点検・評価調書 

施 策 名 
市民にこころの 

豊かさを 
担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ

事 業 名 社会教育施設等ＬＥＤ化事業 

概  要 

公民館、図書館、社会教育センター、池尻体育館、総合体育館の照明（20

Ｗ及び 40Ｗの蛍光灯）をＬＥＤ化することにより、ＣＯ２の排出量の削減

を図ります。 

成果と評価 

公民館、図書館、社会教育センター、池尻体育館、総合体育館の照明（20

Ｗ及び 40Ｗの蛍光灯）のＬＥＤ化のための改修工事を完了した。 

 

 

 

今後の課題

と目標 

工事完了時に、照度及び使用電力の測定を行い、ＣＯ２削減の点検と検証

を行う必要がある。 

また、その検証結果を踏まえ、必要に応じ今後、ふれあいの里、野球場、

東プール、西プール、市史編さん所、放課後児童会プレハブ教室などの施設

のＬＥＤ化に取り組み、更なるＣＯ２の排出量の削減を図っていきたい。 

【課長コメント】 
「ＣＯ２排出量の削減」を更に進めるためにＬＥＤ化のほか、節電や省エネなどの取組を

行う必要がある。 

 

Ⅳ-２ 
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４ 学識経験等の意見 

 

大阪狭山市の教育に関する事務の点検及び評価報告（平成２３年度実施分） 

 

大阪総合保育大学児童保育学部教授 大方美香 

総括的評価コメント 

 

評価に関わり３年目であるが、教育委員会の運営方針は常に施策に応じて明確であり、課題解

決に向けた取組が極めて真摯に、適正に計画し実施されていることは特筆に価する。大阪狭山市

が住みよいまち全国第４位に選ばれた背景には、教育行政の評価改善というたゆまぬ努力が大き

く貢献していることが示されている。このことは、教育行政として、各項目に偏りがなく、各部

署が切磋琢磨していることに現れている。 

教育委員会の今年度ビジョンは「Ⅰ子育てに優しさを Ⅱ子どもにちからを Ⅲ子どもにあん

ぜん・あんしんを Ⅳ市民にこころの豊かさを」の４本柱で構成されている。 

「子育てに優しさを」では、認定子育てサポーターの養成と実践に取り組み、予想以上の活躍

となっている。また、赤ちゃんの駅事業の推進、子育てマップの作成、こどもフェスティバル・

子育てフォーラムの開催など様々な事業にも取り組んだことが示されている。 

放課後児童会は充実し、全体として明確な計画実践となり評価に値するほか、アレルギーへの

対応は市民の目線できめ細かく、行き届いた対応が行われている。 

今後は、さらに認定子育てサポーターの養成に準ずるような市民や地域参画の放課後児童会運

営を計画していくことを期待したい。 

「子どもにちからを」では、全国学力・学習状況調査における結果と分析の概要が公表され、

小・中学校共に結果に見られる成果を分析し、今後の方針と取組を明確にしている。特に、読書

eプランによる子どもの読書活動の推進は確実に成果をあげており、中学校では大きくポイント

が伸び、国語力の向上にも結びついている。一方で、自尊感情や達成感に類する項目は、社会傾

向であるが課題として来年度に期待したい。 

「子どもにあんぜん・あんしんを」では、実直に計画を実行している。しかしながら、時代や

社会は更なる要請を求めている。常に対応しうる内容を意識した取組を期待したい。 

総合的には昨年度の課題であった、子育て支援から家庭教育・社会教育として親子が自然に共

に学ぶ機会の提供や子育てを通しての親の教育、市民力・社会力の向上という総括に示した課題

が、全体として網羅され改善されたことが評価である。今後は、「絆」「ぬくもり」という大阪狭

山市の社会教育・市民教育との連携をどのように構築していくのかといった質的内容の取組が求

められる。 
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大阪狭山市の教育に関する事務の点検及び評価報告（平成２３年度実施分） 

 

神戸学院大学人文学部人文学科教授 今西幸蔵 

総括的評価コメント 

  

 結論として、「子育てにやさしさを」「子どもにちからを」「子どもにあんぜん・あんしんを」「市

民にこころの豊かさを」の４つの柱のもとに、本市の教育行政が確実に実施されていることを知

ることができた。特に気づいたことは、年々、内容が整理されてきており、課題が絞り込めてい

ると感じた点である。職員や教員が課題を明確にされて、その解決のための方策をこらしている

ことに敬意を表したい。 

 昨年の3月の東日本大震災は記憶に新しいところであり、国民全体が胸を痛める惨事であった。

苦労されている住民や支援する職員、さらにボランティアの活躍には目を見張るものがあるが、

そこから学ぶべき点も多くあったと思われる。本市の小中学校の耐震化率は 93％であり未だ完全

とは言えないが、予算の乏しい中で平成 24 年度中には 100％になるという計画が策定されてお

り、これは高く評価したい。 

また児童・生徒の安全安心について、校内対応だけでなく登下校中にも対応するという視点が

示されたが、こうした課題には住民の協力を求めて、地域のチームとして検討し、何らかの対応

策を講じていただきたい。まさしく市民協働の実現である。 

 教育内容や方法として、セルフエスティームの育成の問題が取り上げられていた。子どもたち

の学力がよく話題になるが、学力をつける前提条件として取り組むべき課題であり、人権教育を

柱として日常的に浸透させなければいけない課題でもある。よく理解されておられることについ

ても評価したい。 

 学校給食については、アレルギー対策などのきめ細かい配慮が見られた。今後は栄養教諭の採

用を増やしてほしいと考えている。また本市に隣接する帝塚山学院大学泉ヶ丘キャンパスには栄

養教諭の養成課程もあることから、市民協働の新しいアクターとして「大学」を加えることも検

討すべきであろう。 

 市内の小中学校では支援の必要な子ども達に配慮した取組が充実しているが、ソーシャル・イ

ンクルージョンという理念をふまえて、さらに支援を厚くしてほしいとういう意見を持っている。 

 また、「認定子育てサポーター事業」についても、「当初期待していた以上の活動となった」と

いう内部評価もあり、さらに進めていただきたいと考えるほか、「元気っ子推進事業」に新しい

展開を期待していることも付け加えて、私の総括とさせていただきたい。 



 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・平成 23年度市内小中学校・幼稚園の在籍数、学級数及び保育所の定員数 

・平成23年度大阪狭山市の保育・教育指針（スピカプラン）  

・おおさかさやま 家庭教育指針「家庭教育への１０(9＋１)の提言」 

・大阪狭山市学力向上PATHプラン 

・さやまの学校（新しい学習指導要領にもとづく教育課程の編成）   

・平成23年度大阪府学力・学習状況調査の結果概要 

・読書ｅプラン（コンクール表彰） 

・学校給食における食物アレルギー対応について  

・啐啄（６2号～７１号） 

・こどもフェスティバル・子育てフォーラム２０１１チラシ 

・狭山池シンポジウムチラシ 

・Ｇｏ！Ｇｏ！ふれあいの里ワールドチラシ 

・大阪狭山市子育てマップ 
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平成23年度 市内小中学校・幼稚園の在籍数、学級数及び保育所の定員数 

（平成 23 年 5 月１日現在 基本統計）（単位：人、クラス） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幼稚園  ４歳児 ５歳児 計 

園児数 68 48 116
東 

学級数 2 2 4

園児数 27 36 63
西 

学級数 1 2 3

園児数 34 26 60
南二 

学級数 1 1 2

園児数 38 33 71
南三 

学級数 3 3 6

園児数 10 11 21
山本 

学級数 1 1 2

園児数 30 40 70
半田 

学級数 1 2 3

園児数 35 18 53
東野 

学級数 1 1 2

園児数 242 212 454
計 

学級数 10 12 22

小学校  １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

児童数 132 139 134 128 132 123 788 
東 

学級数 4 4 4 4 4 4 24 

児童数 87 88 99 95 100 113 582 
西 

学級数 3 3 3 3 3 3 18 

児童数 46 49 49 54 57 43 298 
南第一 

学級数 2 2 2 2 2 2 12 

児童数 73 71 83 99 79 102 507 
南第二 

学級数 3 3 3 3 2 3 17 

児童数 66 72 73 79 86 78 454 
北 

学級数 2 3 2 2 3 2 14 

児童数 36 42 54 42 44 38 256 
南第三 

学級数 2 2 2 2 2 1 11 

児童数 85 66 80 95 88 91 505 
第七 

学級数 3 2 2 3 3 3 16 

児童数 525 527 572 592 586 588 3,390 
計 

学級数 19 19 18 19 19 18 112 

保育所  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

第二 定 員 12 18 22 24 27 27 130 

大野台 定 員 8 10 12 20 20 20 90 

池尻 定 員 12 15 18 20 25 30 120 

つぼみ 定 員 12 18 20 20 25 25 120 

きらり 定 員 18 20 24 28 30 30 150 

ルンビニ 定 員 6 10 11 11 11 11 60 

計 定 員 68 91 107 123 138 143 670 

 

中学校  １年 ２年 ３年 計 

児童数 206 174 161 541 
狭山 

学級数 6 5 4 15 

児童数 192 160 168 520 
南 

学級数 5 4 5 14 

児童数 185 177 179 541 
第三 

学級数 5 5 5 15 

児童数 583 511 508 1,602 
計 

学級数 16 14 14 44 



～ 平成２３年度 大阪狭山市の保育・教育指針 ～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪狭山市教育委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

（１）豊かな育ちを保障する保育の充実 

・ 子どもの情緒の安定を図り、人に対する愛情と信頼感を育むとともに、生活に必要な習慣や態度を養う適切

な働きかけを積極的に行う。 

・ 子ども一人ひとりの発達課題を見すえ、「自発的・主体的な遊び」を大切にしながら、人やものとかかわり

合う力を高め「協同的な学びをつくりだす保育」を実践する。 

・ 教育と福祉の連携や、幼児の生活の連続性および発達や学びの連続性をふまえた教育・保育の在り方につい

て研究を深め、その研究成果を積極的に発信していくとともに、保幼小中連携の推進に努める。 

・ 子どもの豊かな育ちを目的とした子育て支援策を積極的に講じるとともに、地域子育て支援活動や未就園児

親子登園等を通じて集団保育の場を創りだすなど、安定した親子関係や養育力の向上をめざし、地域の子育

て支援の拠点としての役割を積極的に果たす。 

 

（２）学校園・家庭・地域社会の連携による総合的な教育力の向上 

  ・  地域における総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ団体との連携のもと、子ども一人ひとりが生涯にわた 

    り心身ともに健康で、活力ある生活を送るための基礎的な知識・体力を育むように努める。 

  ・「家庭教育への１０(９＋１)の提言」をもとに、親学びの学習機会や情報の提供など充実した取組みを継続的に 

      行うとともに、「家庭教育手帳」などを活用し、子育てに関する相談・支援に努める。 

・ 地域社会の中で子どもを育てる教育コミュニティーの形成を図るとともに、ＰＴＡ、青少年指導員会等の関

係諸団体とのネットワーク化を推進する。 

・ 市民協働による「地域防犯ステーション」を拠点とした子どもの見守り活動や居場所づくりなど、地域全体

で子どもを守り育てる活動を推進する。 

・ 「読書ｅプラン」に基づいた子どもの自主的な読書活動を推進するため、図書館、学校園、家庭、地域の連

携・協力による読書環境づくりに努める。 

・ 環境問題を身近なものとしてとらえ、その解決に自発的に取り組む意欲や態度を養う。また地域や関係機関

と連携して体験的な学習に積極的に取り組むなど、総合的な環境教育を推進する。 

 

（３）特色ある開かれた学校園づくり 

・ 教育課程の一層の充実を図り、特色ある具体的な取組みを推進し、教育内容や成果を地域に公開する機会を

増やす。 

・ 保幼小中間の交流を深め、中学校区の子どもたちの課題やめざす子ども像を共有し、実態に応じた目標の設

定を行い、校種間で連携した具体的な取組みを進める。   

・ 「どの子も生き生きと主体的に取り組める」きめ細かな指導のあり方などをテーマにした校園内研究の推進

に努めるとともに、指導体制や指導方法・内容についての効果を検証し積極的に情報交換を行う。 

・ 教育活動その他の学校運営の状況について、学校教育自己診断や学校協議会等を活用して評価を行い、その

結果を公表するとともに、評価結果を踏まえて学校運営の改善に努める。 

 

（４）教職員の資質向上 

・ 「目標管理システム」「教職員の評価・育成システム」「指導が不適切である教員の育成支援に関する要綱」

等を活用し、教職員の育成支援、意欲向上とスクールリーダーの育成並びに学校園の活性化に努めるととも

に、教育公務員としての職責を自覚し、厳正な服務規律の確立に一層努める。 

・ 社会の変化や学校園の課題を踏まえた明確な研修目標を設定、実施し、相互に資質を高めあう職場環境づく

りに努める。 

・ 教職員は常に人権尊重の意識を強く持って指導にあたらなければならない。人権を著しく侵害する行為であ

る体罰並びにセクシュアル・ハラスメントの防止及び個人情報の保護に努めるなど、校内でも研修を含めた

事案の未然防止を図る取組みを一層徹底して進める。 

＜重点課題＞ 

1. 「意欲」と「自信」を高める「学び」の創造 
・ 学ぶ力を培う多様な保育の実践 

・ 確かな学力を育む授業の実践 

・ 「読書ｅプラン」に基づく読書活動の推進  

・ 保・幼・小・中のつながりを大切にした教育の推進 

   

2. 豊かな心をはぐくむ保育・教育の推進 
・ 人権尊重の意識を高めるさらなる取組みの推進 

・ 自然やもの、人とかかわるしなやかな心の育成 

・ 「ともに学び、ともに育つ」教育の推進 

 ・ 自尊感情の育成と集団づくり 

 

3.  「安全」で「安心」な学校園づくりの推進 

・ 健康教育の充実と体力づくりの推進 

・ 子どもの安全を守る取組みの充実 

・ 環境にやさしい取組みの推進 

・ 子どもの居場所としての環境づくりの推進 

「学び」と「育ち」をより確かなものへ 

～保・幼・小・中のつながりと、学校園・家庭・地域の連携を～ 

Strategic Planning for Individual Capability 

個々の子どもの可能性を引き出し 
育成するプラン 



（５）確かな学力の定着 

・ 学力・学習状況調査の分析等を通して、一人ひとりの学力の実態を把握するとともに、学校の課題を明らか

にして学力向上プランを作成し、その確実な推進に努める。   

・ 基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれらを活用する力を育成するために、学習規律の確立、授業評価の

実施、校内研修の活性化等学校全体で授業改善に努める。 

・ 「確かな学力」の育成と主体的に学習に取り組む態度を養うため、問題解決的な学習過程による授業づくり

を推進し、少人数・習熟度別指導等個に応じた指導の一層の充実を図るとともに、学習支援チューター事業

を活用し、自学自習力の育成を図る。 

・ 家庭学習習慣の定着をはかるための、具体的な家庭学習支援の取組みの工夫・改善を図る。 

・ 「ことばの力」「かかわり合う力」の育成を図るとともに、「思考力」「想像力」等を育てる子どもの読書

活動を推進する。 

・ ＩＣＴについては、その有効な活用方法の研修に努め、授業で積極的に活用し、授業の改善を図る。 

 

（６）心の教育の充実 

・ 道徳性の芽を伸ばすための適切な働きかけを行い、生命の尊重や人間としての基本的な倫理観、規範意識の

育成をめざし、保幼小中学校の全ての教育活動を通して連携を図りながら、道徳教育の深化充実に努める。 

・ 道徳教育推進教師を中心に、子どもの心に響く教材開発、特にいじめを許さない心の育成を図る教材作りや

授業研究を推進し、道徳教育の要となる「道徳の時間」の充実に努める。また、道徳の授業公開など子ども・

教職員・地域の人々のつながりを深める取組みを推進する。 

・ 発達段階に応じた体験活動を積極的に計画し、自分に自信と誇りを持てる自尊感情を育むとともに、学級や

学年の集団づくりを通して豊かな人間関係の構築を推進する。 

 

（７）生徒指導の充実 

・ 全校的・組織的な生徒指導体制の確立のため、指導方法・指示系統の明確化と、情報の共有化を図り、全職

員一丸となった取組みを行う。その際「子ども理解」の視点に立ち、小中が連携した取組みを進めること。 

・ 「いじめは絶対に許されない」という強い姿勢で指導を行うとともに、「いじめ防止指針」「いじめ対応プ

ログラム」等を参考に未然防止と早期解決に向けた組織的な対応に努める。また、「携帯・ネット上のいじ

め等への対処方法プログラム」を活用し、情報モラル教育に取組み、携帯電話等によるトラブルを防ぐ、危

険回避能力を育成する。 

・ 不登校についても小中が連携し、早期対応と継続した校内支援体制の充実を図る。また「フリースクールみ・

ら・い」や家庭教育サポーター、関係諸機関と日常的な連携を図り、一人ひとりに応じた取組みを行う。 

 

（８）人権尊重の保育・教育の推進 

・ 教職員の人権感覚を研修等を通じて一層磨くとともに、様々な人権問題の解決に向け「大阪狭山市人権教育

基本方針」に基づき、課題別担当者の明確化を図るなど、校園内の人権教育推進体制を確立する。 

・ これまでの同和教育の実践や成果を生かし、幼少期から人権基礎教育に取り組むなど、すべての保育・教育

活動を通して、子どもの人権意識の高揚に努める。 

・ 各学校園の課題を明らかにし、子どもの実態や発達段階に即した人権教育推進計画を作成し、人権侵害を許

さない体制づくりに努める。 

・ 児童虐待の早期発見に努め、発見時はもとより、長期に渡り連絡がつかないなど、その疑いのある場合につ

いては、市家庭児童相談室や子ども家庭センター等に速やかに通告するとともに、継続的な連携を図る。 

 

 

 

（９）進路指導の充実 

・ 発達段階に応じたキャリア教育を系統的に展開し、自らの生き方についての夢や希望を育み、自信や有用感

を持つことができるよう指導する。 

・ 望ましい職業観・勤労観の育成を図るため、職場体験学習等の体験的な学習を大切にするとともに、進路ガ

イダンス機能の充実を図り、生徒・保護者に適切な情報を提供する。 

・ 家庭事情や経済的理由により進学を断念することなく、積極的に自己の進路を考え、将来に対する展望を持

てるよう、進路選択支援相談員の活用を図り、奨学金制度等についての周知に努める。 

 

（10）支援教育の充実 

・ ノーマライゼーションの理念に基づき、すべての障がいのある子どもの社会参加と自立をめざす教育の推進

を図る。 

・ 校内委員会の適切な運営、支援教育コーディネーターの組織的な活用等、全教職員による支援体制を充実し、

一人ひとりの障がいの状況や保護者の願い等を的確に把握しながら、「個別の教育支援計画」及び「個別の

指導計画」に基づくきめ細やかな指導に努める。 

・ 交流及び共同学習を推進し、相互理解が一層進むよう指導内容の充実を図るとともに、通級指導教室におけ

る教育の充実に努める。 

・ 子どもネットワーク協議会をはじめとした保健・医療・福祉・労働等の関係諸機関との連携を通じて、乳

幼児期からの継続的な相談・支援体制の充実を図るとともに、就学にあたっては、個々の教育的ニーズや

思いを尊重し、就学支援委員会との連携の強化に努める。 

 

（11）子どもの安全確保及び危機管理体制の充実 

・ 学校園の危機管理マニュアルに基づき、保育、授業中はもとより、課業期間中並びに長期休業中の登校園日

等において必要な措置を講じ、保護者や地域の関係団体との連携を図りながら、子どもの安全確保に努める

とともに、警察等と連携し、実践的な訓練を計画的に行う。 

・ 学校教育活動全体を通して安全・衛生管理に関する指導の徹底を図り、感染症・食中毒の予防及び熱中症等

の事故防止に努めるとともに、適切な対応が行える体制を確立する。特に、インフルエンザについては、対

応マニュアルをもとに、毒性や感染力、警戒レベルに応じた適切な対応を行う。その際、学校欠席者情報収

集システムも活用し、感染症等の状況を的確に把握する。 

・ すべての教職員がＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生法が行えるよう研修体制を充実する。 

 

（12）健康教育の充実と体力づくりの推進 

・ 「健康３原則」（食事・睡眠・運動）を大切にし、保育・教育活動全体を通じて健康教育、体力づくりに組

織的・計画的に取り組むとともに、安全・衛生管理に関する指導の徹底を図り、感染症の防止や食中毒の予

防について、学校保健委員会を活用し、家庭や地域と連携した取組みを推進する。 

・ 自ら体を動かし、運動に親しむ習慣を身につけ、体力の向上に積極的に取り組むことができるよう体を動か

す時間を多く確保したり、「中学校部活動支援人材」の活用により部活動の活性化を図るとともに、学校外

でスポーツができる環境づくりのために地域との連携を推進する。 

・ 発達段階に応じた望ましい食習慣の形成と実践的態度の育成のため、指導の全体計画を教育・保育計画に位

置づけ「食」に関する指導の充実を図るとともに、学校園・家庭・地域が連携した取組みを推進する。 

薬物乱用防止教育の指導計画を策定し、地域・保護者への啓発を含め、学校教育活動全体を通じて取り組む。 



おおさかさやま 家庭教育指針 

大阪狭山市教育委員会 

 

家庭教育への１０(９＋１)の提言 

 

教育の最終的な目標は、子どもの「自立」と「共生」に集約されるのではないで

しょうか。子どもが、一人の人間としてしっかりと自立し、取り巻く他者や環境と

よりよく共生できるよう、大人たちが導いていくのが教育です。 

それには、大人が子どもを温かく見守り続けることです。しかし、時として、そ

の将来を考え、厳しく向かい合わなければならないこともあります。 

子どもを教育するには、家庭教育・学校教育・社会教育の三つの柱があるといわ

れます。なかでも、すべての教育の原点は家庭教育にあると思います。 

親から子どもへの最高の贈り物は、「家族愛」で結びついた強い絆の中で、温かく

時には厳しく育てることだと考え、次のことを提言します。 

 

１ 他の子と比べずに、認めて、褒めて、自信を 

四季折々に、様々な花が咲き、人を楽しませてくれます。それぞれに美

しさや固有のよさを持っています。子どもも一人ひとりに個性があり、独

自のよさを持っています。認めて、褒めることで自信を持たせましょう。 

 

２ 「だめなことはだめ」―親としての躾と言動規範を 

時代が変わっても、人として変わってはいけないもの、大人として譲っ

てはいけないものがあります。「子は親の鏡」、親としての日々の言動が、

躾そのものとなります。親として規範となる言動を示しましょう。 

 

３ 「目を離さず、手を放す」の心構えを 

親にしてもらった喜びよりも、自分でやれた喜びのほうがはるかに大き

いものです。たとえ、時間はかかっても、温かく見守り、自分で考え判断

し、行動したことには責任をとれる自立心を育てましょう。 

 



４ 家庭において一人ひとりに役割分担を 

衣食住に関わる家事のすべてを、一部の人だけが担っていませんか。体

験や経験を通じて、自分を取り巻いている暮らしを見つめさせることによ

って、家族であるという帰属意識を高めましょう。 

 

５ コミュニケーションの取り合える時間の確保を 

子どもの心は日々動いています。嬉しいときも悲しいときも、その思い

を家族に伝えたいと願っています。多忙な中でも、家族が集まり、テレビ

やゲームを止め、語り合う時間や場を工夫してつくりましょう。 

 

６ 明るい挨拶が交し合える家庭を 

挨拶は、人としての最低限の礼儀であり、躾の基本でもあります。家族

同士が挨拶を交し合うときの声や態度から、お互いの体調や心理状態をく

みとることもできます。「おはよう」から始めてみましょう。 

 

７ 十分な睡眠時間とバランスのとれた食生活を 

睡眠と食事は、人間の命の根源です。身体の健康ばかりか心の成長にも

深く関わります。健やかな身体、穏やかな心を保持するために、快適な睡

眠と栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。 

    

８ 自然や人と触れ合える遊びや活動の場を 

集団における遊びや活動は、子どもに社会のルールや人間関係のあり方

を教えます。家庭だけに閉じこもらず、地域活動に積極的に出かけ、自然

や知人との輪の中で思いやる心やがまんする気持ちを育てましょう。 

 

９ 伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを 

子どもが自らを鍛え、その世界を広げながら、自己形成していく上で読書

の効用は計り知れません。考える力、豊かな感性や情操、言葉をはじめとす

る幅広い知識の獲得など豊かな人間性を培うようにしましょう。 

 

10 ご家庭ならではの約束事を 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な取組み  

 ● 大阪狭山市教職員研修 
 ● 習熟度別指導実践研究会 
 ● 読書ｅプラン推進事業 
 ● 学校園地域連携推進事業 
 ● 学力向上推進事業 
 ● 各校の校内研修会 

パワーアップ研修 

アドバイザー派遣 

チューター拡大  

    学力向上対策へのほ助 

Ｐ 
Ａ 

Ｔ 
Ｈ 

学力向上対策への補助 
 
 
 
 
 
 
 
●自ら進んで、自分の考えを、自信を持って「話す・書く」授業づくりを推進する。 
●「学習指導ツール」を活用して、子どもたちに基礎基本の力・活用する力をはぐくむ。 

全校において学力の課題解決・向上に係る研究を

行い、それぞれの成果を市内に広める。 学習支援チューター 

 
●学習に課題のある小学生、中学生を対象として、放課後や長期休業中に継続した学習支

援を行い、自学自習力の一層の育成と定着をすすめる。 

今まで宿題や復習をできなかったのに、チューターのおかげ

できちんとできるようになって、授業中も積極的な子が増え

ているのはとってもうれしいことだね。家庭や地域の方の協

力で、もっと成果が上がるんじゃないかな。 

大阪府の「おおさか元気広場推進事業」を活

用するとともに市独自でも事業を展開する。

授業づくりアドバイザーの派遣 

 
●授業研究や研修会を市教委と連携しながら指導助言する。 
●年間を通じて継続的計画的に指導を行うことで、教員一人ひとりの授業力の向上を図る。 

さやまの授業研究や討議会の回数の多さには、大阪府教育委員会も

びっくり。さやまの先生たちはがんばってるよね。でも、学習状況

調査によると、全国的に「好きな授業がある」と答えた子が、年齢

が上がるにつれて減少する傾向にあるのは残念。「わかる・たのし

い」授業づくりをめざして、さらに研究しないと・・・ 

市教委に非常勤嘱託職員１名を配置し、各校

を訪問しながら日常的に教員の指導を行う。 
（指導案作成・授業参観・指導助言） 

授業力パワーアップ研修 

 
●各学校の学力の課題に即した専門性の高い講師を招き、課題克服に向けた具体的な取

組み方法や指導のあり方について学ぶ。 

学力調査の結果を詳しく分析して、各学校の課題が明ら

かになったね。課題を克服する取組みについて校内で検

討を重ねるとともに、専門的な立場の人を招いて、アド

バイスをもらうと、もっと効果が上がるよね。 

校内研修に学力向上研究者（大学教授等）を派遣
Ｐ 

Ｈ

Ａ

Ｔ 

 

学力向上 
 

 

学力向上をめざす大阪狭山市の方向を示す４つのプラン 

                      ※ＰＡＴＨ：行路・方針 

 

学力調査では、国語・算数・数学とも、自分の考えを自分の言

葉でまとめて答える問題が課題だよね。自分の考えを自由に記

述したり、説明したりする場面を増やす授業づくりに取り組ま

ないと・・・ 

大阪狭山市 



保護者のみなさまへ

大阪狭山市教育委員会学校教育グループ
  〒589－8501　     大阪狭山市狭山1丁目2384－1
　　　　　　　　　　　     TEL: 072-366-0011    FAX: 072-367-6011
  ホームページ　　　 http://www.osakasayama.ed.jp/gakko
  メールアドレス　　  gakkou@city.osakasayama.osaka.jp

ー新しい学習指導要領にもとづく教育課程の編成ー

大阪狭山市
教育委員会

学校で学ぶ内容が充実

理数教育･外国語教育などが充実されます

学校･家庭･地域の連携・協力が必要

「生きる力」の育成は、学校･家庭･地域が連
携し、社会全体で取り組むことが不可欠です

授業の時間数が増加

小中学校とも、全ての学年で１週間あたりの
授業時間数が増えます

子どもたちに「生きる力」を

平成１４年度からの学習指導要領の理念を受
け継ぎ、より一層育むことをめざします

　小学校では平成２３年度から、中学校
では平成２４年度から、新しい学習指導
要領による教育がはじまります。
　大阪狭山市の各小中学校では、子ども
たちに「生きる力」を育むために、さま
ざまな工夫をしながら、教育内容の一層
の充実に向けて、取り組んでいます。

※学習指導要領とは
　 全国どこの学校で教育を受けても、一定の教育水準を確保できるようにする
   ため、各学校が各教科で教える内容を、文部科学省が定めているものです。
※教育課程とは
　 教育内容を授業時数と関連させて系統的に配列したもの(カリキュラム）で、
   各学校が子どもの実態に合わせて編成します。

幼稚園のみなさん！
こんにちは！！

またきてね！
ばいばい！



　思考力･判断力･表現力を育みます 　理数の力を育みます

　伝統や文化に関する教育を充実します 　外国語教育を充実します

　道徳教育を充実します 　体験活動を充実します

　
　学校の教育活動全体を通じて、子どもたちの道徳性を
養います。あいさつ･規範意識・生命の尊重・社会への
主体的な参画などについて指導します。

　
　子どもたちの社会性や豊かな人間性を育むため、小
学校では自然の中での活動、中学校では職場体験活動
など、さまざまな体験活動を充実します。

　健やかな体を育てます 　社会の進展に対応した教育を行います

　
　子どもたちが生涯にわたって運動に親しむことができ
るようにします。小学校では体を楽しく動かせること、
中学校ではさまざまな運動に触れることをめざします。
大阪狭山市では、小中学校の全クラスに長縄を配付し、
体力づくりと集団づくりに取り組みます。

　
　社会や環境の変化の中で、自分で判断し、行動してい
けるよう、環境教育・食育・情報教育・支援教育等の充
実を図ります。大阪狭山市エコアクション２１とも関連
させた取組みを行います。

　
　課題の解決に向かって、自分で考え、それを説明し
たり、話し合ったりする場面を充実させ、すべての教
科で言語活動の充
実を図ります。

　
　算数･数学では、大切な内容を繰り返して学習すると
ともに、学んだことを生かすような学習を進めます。
　
　理科では、科学的な
見方や考え方を育てる
ために観察や実験を
充実させます。

　子どもたちの伝統や文化についての理解を深めます。
　
　大阪狭山市の中学校で
は、武道が必修になった
体育の授業に、剣道指導
支援員を配置し、指導の
充実を図っています。

　
  大阪狭山市では、大阪狭山小学校英語活動支援の会の
協力を得て、ALTとともに、小学校の英語活動の充実
を図っています。
　小学校では、基本的な表
現に慣れ親しませながら、
コミュニケーション能力の
素地を養います。
　中学校では、学ぶ語数が
増え、聞く･話す･読む･書
くなどの技能をバランスよ
く育成します。

自然体験活動

田植え体験

歩道を花いっぱいに街 に出て清掃活動

キャリア教育の取組み体育の時間朝の体力づくり

剣道の授業 小学校英語活動

６年理科の実験子どもが活躍する授業づくり

ICTの活用

職場体験



  授業時数の増加は、「詰め込み教育」への転換ではなく、各教科において指導事項の充実を図るとともに、確
実な習得を図るための繰り返し学習、知識や技能を活用する学習を充実するために行うものです。

　少人数指導で、一人
ひとりの活躍の場を増
やします

　確実な習得を図るために、繰り
返し学習を行います

　具体物を用いた活動を増
やし、自分で解決する力を
育てます

　自分の考えを表現する
場を増やします

　話し合いなどの言語活動を、すべて
の教科で多く取り入れます

　増加した授業時数で、次のような学習をします

★大阪狭山市の各小中学校では、二学期制を取り入れるとともに、補充の時間や復習の時間を別に設定したり、
　行事に応じて時間割を調整するなどの工夫をしながら、授業時数を確保するようにしています。

週当たりの
時間数

増加時間数
(H20までと比較)

時間が増えた教科 時間が減った教科 新設

１年 ２５ ＋２ 国語・算数・体育

２年 ２６ ＋２ 国語・算数・体育

３年 ２７ ＋１ 国語・算数・理科・体育 総合的な学習

４年 ２８ ＋１ 国語・社会・算数・理科・体育 総合的な学習

５年 ２８ ＋１ 社会・算数・理科 国語・総合的な学習 外国語活動が新設

６年 ２８ ＋１ 社会・算数・理科 総合的な学習 外国語活動が新設

週当たりの
時間数

増加時間数
(H20までと比較)

時間が減る教科

１年 ２９ ＋１ 総合的な学習・選択教科

２年 ２９ ＋１ 国語・理科・保健体育･外国語 総合的な学習・選択教科

３年 ２９ ＋１ 社会・数学・理科・保健体育・外国語 総合的な学習・選択教科

■小学校の１週間あたりの授業の時間数（平成２３年度から実施）

６年間の増時間数：国語（＋８４）社会（＋２０）算数（＋１４２）理科（＋５５）体育（＋５７）外国語活動(＋７０）
　　　　　　　　　　　　減った時間時数を引くと、合計２７８時間増

■中学校の１週間あたりの授業の時間数（平成２４年度から実施）

３年間の増時間数：国語（＋３５）社会（＋５５）数学（＋７０）理科（＋９５）体育（＋４５）外国語(＋１０５）
　　　　　　　　　　　　減った時間数を引くと、合計１０５時間増　　　※選択教科はなくなります

数学・保健体育・外国語

時間が増える教科



　

　家庭で育む「生きる力」 　地域との連携により育む「生きる力」

家庭教育は全ての教育の出発点です。
大阪狭山市では家庭教育指針を提言しています。

　＜おおさかさやま　家庭教育指針＞

 １．他の子と比べずに、認めて、褒めて、自信を
 ２．「だめなことはだめ」―親としての躾と言動規範を
 ３．「目を離さず、手を放す」の心構えを
 ４．家庭において一人ひとりに役割分担を
 ５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を
 ６．明るい挨拶が交し合える家庭を
 ７．十分な睡眠時間とバランスのとれた食生活を
 ８．自然や人と触れ合える遊びや活動の場を
 ９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを
10．ご家庭ならではの約束事を

　子どもは多くの大人と触れ合うことで、さまざまな力
を身につけますので、地域ぐるみで子どもを育てる環境
づくりを進めていくことが重要です。大阪狭山市では、
次のようなことに取り組んでいます。

●大阪狭山市総合的教育力活性化事業
　中学校区ごとの地域協議会を支援し、地域の総合的な教育

　力の向上を図ります。

●学校園地域連携推進事業
　人材バンクの登録者が、得意な分野で授業に関わります。

●英語教育支援事業
　大阪狭山小学校英語活動支援の会の方々が、小学校の英語

　活動を支援します。

●学習支援チューター事業と学力向上推進事業
　学生や市民等が放課後や夏休み中の学習指導を支援します。

●中学校部活動支援人材活用事業
　中学校の部活動の指導をサポートします。

●体力向上推進事業
　中学校では、武道（剣道）の指導、小学校では体力づくりの

　指導をサポートします。

●読書eプラン推進事業
　学校図書館ボランティアと協働し、読書活動を推進します。

●家庭教育支援事業
　不登校や問題行動などの相談活動を行います。

※「生きる力」とは、知・徳・体のバランスの
　　とれた力のことです。

　

　これまでの理念を継承し、教育基本法改正等を
踏まえ、「生きる力」の育成をめざします。

　学習指導要領の理念－「生きる力」 　新しい学習指導要領改訂のポイント

確かな学力

健康･体力豊かな人間性

自らを律しつつ、
他人とともに協調し、
他人を思いやる心や感動する
心など

たくましく生きるための
健康や体力

①基礎的な知識・技能をしっかりと身につけさせます
②知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表現する力
　を育みます
③学習に取り組む意欲を養います

「ゆとり」か「詰め込み」かではなく、基礎的･基本的
な知識･技能の習得と思考力･判断力･表現力等の育成と
の両方が大切です。
　それぞれの力をバランスよくのばしていきます。

　家庭で約束を守らせることは、社会性
を育てることにつながります。
　みなさんのご家庭では、どんなことを
大切にされていますか？

地域のさまざまな行事に、先生たちも
積極的に参加しています！
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大阪狭山市教育委員会

大阪府学力・学習状況調査の結果概要
平成２３年度

読み取る力
をつけましょう

自分で学習する力
をつけましょう

ほめて、自信
をつけましょう

理由をつけて、

説明する力
をつけましょう

この資料は、今年度行われた大阪府学力・学習状況調査について、まとめたものです。
良好を維持している項目、取組みの成果が感じられる項目が多い反面、課題も見られます。
今回の分析から、上記の「読み取る力」「説明する力」「自分で学習する力」「自信」の４つの力は、さらに
伸ばしたいと感じる力です。子どもにつけたい力の共通理解を図り、家庭や地域のご協力を得ながら、
さらなる学力向上をめざしたいと考えています。



 

  

１．調査の概要 

  （１） 調査の目的 

   ① 大阪府教育委員会が、府内における児童生徒の学力や学習状況を把握・分析することに 

    より、大阪の児童生徒の課題の改善に向けた教育及び教育施策の成果と課題を検証し、 

    府内全体の児童生徒の学力及び学習状況の改善を図る。 

   ② 市町村教育委員会や学校が、府内全体の状況との関係において、児童生徒の課題の改善 

    に向けた教育施策及び教育の成果と課題を把握し、その改善を図る。 

   ③ 各学校が、児童生徒の学力や学習状況を把握し、児童生徒への教育指導の改善を図ると 

    ともに、そのような取組を通じて、学校力向上のための PDCA サイクルを確立する。 

   ④ 児童生徒一人ひとりが、自らの学習到達状況を正しく理解することにより、自らの学力や 

    生活に目標を持ち、また、それらの向上への意欲を高める。 

  

  （2） 調査実施日および対象学年 

   平成２３年６月１４日（火）    小学校第６学年と中学校第３学年全員を対象に実施 

 

  （3）児童・生徒に対する調査の内容 

     ①教科 小学校：国語 算数     中学校：国語 数学 英語 

       主として知識・技能に関する内容 （Ａ問題） それらを活用する力などに関する内容 （Ｂ問題） 

     ②学習状況に関する調査 

     学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関するアンケート調査 

 

２．大阪狭山市立小・中学校全体の平均正答率および平均無解答率  

小学校  ※府は公立 中学校  ※府は公立 

国語 算数 国語 数学 

 

 
A B A B 

 
A B A B 

英語

市 89.8 67.6 66.4 55.0 市 70.0 56.2 65.2 40.3 65.8
平均正答率 

府 88.1 64.9 63.4 51.2 府 69.0 53.2 62.1 38.7 61.1
  

市 1.0  3.4 2.8 2.6 市 2.3 4.7 4.4  15.4  6.0 
平均無解答率 

府 1.3  4.3 2.9 3.0 府 4.0 7.3 6.6  18.5  9.0 
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小学校 中学校 平均正答率と平均無解答率

◆平成２３年度大阪府学力・学習状況調査の概要 
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◎全国平均(H22)レベル達成　　○目標達成　　△目標未達成　　×低下・悪化

Ｈ２２全国平均

小学校 55.1% 66.2% ◎ 85.7% ◎

中学校 45.2% 61.9% ◎ 100.0% ◎

小学校 80.2% 80.8% ◎ 83.5% ◎

中学校 67.8% 69.1% ◎ 71.7% ◎

小学校 32.5% 32.5% ◎ 42.9% ◎

中学校 42.7% 25.5% △ 0.0% △

小学校 58.3% 55.7% ○ 60.3% ◎

中学校 41.8% 44.1% ◎ 44.5% ◎

小学校 84.8% 78.6% △ 75.4% △

中学校 83.1% 82.0% ○ 84.4% ◎

小学校 79.3% 82.7% ◎ 81.2% ◎

中学校 61.9% 65.7% ◎ 69.3% ◎

　　―大阪府の子どもたちの学力向上にむけて―

普段の家での学習時間が３０分未満の子どもたちを減らす

【児童・生徒質問紙】
◆学校の授業時間以外に、１日あたりどれくらいの時間、勉強
しますか(30分以上と答えた児童・生徒の割合）

読書に親しむ子どもたちを育てる

【児童・生徒質問紙】
◆家や図書館で普段、１日あたりどれくらいの時間、読書をし
ますか（「全くしない」以外を答えた児童・生徒の割合）

読書習慣の定着について
普段の日の読書時間が増加しており、全く読書をしない子どもたちに対して読書に親しむ機会を持たせ
る等の取組みが必要である。

私語が少なく落ち着いている教室を作る

【学校質問紙】
◆児童（生徒）は、授業中の私語が少なく、落ち着いている
（「そのとおりだと思う」と答えた学校の割合）

家で計画的に学習する子どもたちを育てる

【児童・生徒質問紙】
◆自分で計画を立てて勉強をしている

学習規律について
中学校は０％となっているが、３校とも「どちらかと言えば落ち着いている」と好意的に回答している。今
後、小中ともに「そのとおり」と答えられることを目標に一層授業規律の維持を徹底することが必要である。

自学自習力について
「計画を立てて勉強している」と答えた児童が増加しているものの、まだまだ不十分である。今後、家庭で
の学習時間の短い子どもたちを勉強に向かわせるさらなる改善が必要である。

Ｈ２３府 Ｈ２３市

2

授業内容がわかる子どもを増やす

【児童・生徒質問紙】
◆国語の授業の内容はよく分かる
◆算数（数学）の授業の内容はよく分かる

学校の方策について全教職員で共有して取り組む

【学校質問紙】
◆学校の教育目標やその達成に向けた方策について、全教
職員の間で共有し、取組みにあたっている

組織的な推進について
「全教職員で共有して取り組む」と答えた学校が増加し、組織的に学力向上に向けた取組みが推進され
るようになってきた。

授業づくりについて
「授業の内容がよくわかる」と答えた児童生徒が増加しており、さらなる分かる授業の工夫改善が必要で
ある。

◆大阪府と共有した成果指標の状況について



 

小学校（Ｈ２０）
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50 国語の勉強は好きだ

52 国語の授業の内容は
よく分かる

★ 算数Ａ

★ 算数Ｂ61 算数の勉強は好きだ

63 算数の授業の内容はよく分かる

* 習熟度別に学習するコースに
分かれて行う授業はよく分かる

* ふだんの授業では、みんなで
話し合う活動をよく行っている

48 ふだんの授業では、自分の考えを
発表する機会がよくある

0%

20%

40%

60%

80%

100%

★ 国語Ａ

★ 国語Ｂ

50 国語の勉強は好きだ

52 国語の授業の内容は
よく分かる

★ 算数Ａ

★ 算数Ｂ61 算数の勉強は好きだ
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* 習熟度別に学習するコースに
分かれて行う授業はよく分かる

* ふだんの授業では、みんなで
話し合う活動をよく行っている

48 ふだんの授業では、自分の考えを
発表する機会がよくある

市
大阪府
全国

H20年度は＊印
の調査項目を実
施していません。
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★ 算数Ａ

★ 算数Ｂ14 算数の勉強は好きだ

15 算数の授業の内容はよく分かる

33 習熟度別に学習するコースに
分かれて行う授業はよく分かる

31 ふだんの授業では、みんなで
話し合う活動をよく行っている

30 ふだんの授業では、自分の考えを
発表する機会がよくある
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31 ふだんの授業では、みんなで
話し合う活動をよく行っている

30 ふだんの授業では、自分の考えを
発表する機会がよくある

市

大阪府

府の平均をはるかに上回っており、
効果が明確である。

▲府の平均をわずかであるが下回っており、
言語活動の充実が重視されていることも踏ま
えると大きな課題である。

▲H20と比較して、好意的に答えている子
どもの割合が低く 授業の工夫改善が必要

H20と比較して、好意的
に答えている子どもの割
合が高い。

H20と比較して、府の平均
を上回っているポイントが
高い。

国語A・B、算数A・Bのすべての学力調査
で、府の平均を上回っている。
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▲正答率が５５％に留まり、活用力に課

題が感じられる。 
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中学校（Ｈ２０）
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* 英語

* 英語の勉強は好きだ

* 英語の授業の内容はよく分かる

* 習熟度別に学習するコースに
分かれて行う授業はよく分かる

* ふだんの授業では、みんなで
話し合う活動をよく行っている

48 普段の授業では、自分の考えを
発表する機会がよくある
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39 習熟度別に学習するコースに
分かれて行う授業はよく分かる

37 ふだんの授業では、みんなで
話し合う活動をよく行っている

36 普段の授業では、自分の考えを
発表する機会がよくある
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大阪府

府の平均をはるかに上回ってお
り、効果が明確である。

▲正答率が４０％に留
まり、活用力に課題が
感じられる。▲国語・数学・英語の勉強が好きと答え

ている子どもは６０％未満で 学習意欲

府の平均を大きく上
回っており、子ども主
体の活動を大切にし
ようとする教師の意識
が高いことが伺える。

H20と比較して、好
意的に答えている
子どもの割合が高
い。

▲６０％未満で府の平均より
低く、わかる授業の工夫改
善が必要である。

国語A・B、数学A・B、英語のすべての学力
調査で、府の平均を上回っている。
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▲国語・数学・英語の勉強が好き

と答えている子どもは６０％未満

で、学習意欲を高める授業の工夫

改善が必要である。 
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◆課題の見られる問題について　　―小学校―

小学校国語

基礎的・基本的な事柄について学力の定着はみられます。円周率の意味をとらえる問題では、円周率を3.14で表す
ことは知っており、円の面積や円周を求めることができても「円周率とは何か？」と定義を聞かれると説明することに
課題があります。単に答えを出すだけでなく、その過程や意味を大切にする授業を展開することが、中学校の「数
学」につながります。

これは、右のポスターから必要な情報を読み取り、左の案内状に合うように書くという問題で、本市では、この問題の
正答率が、最も低くなっています。「例にならって書く」「二つの文で書く」という条件を読み取る力と記述力を問われる
この問題は、完全に回答しているのは４割未満で、１つの条件不足が２割、２つの条件不足が２割で、課題です。

小学校算数

出題の趣旨と本市の課題

出題の趣旨と本市の課題
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◆課題の見られる問題について　　―中学校―

中学校国語

この問題は、右上の文章を読んで、より多く売れる商品を、左上の二つの絵から選び、その理由を左下の形式で書く
問題です。正答率は、３３％と低く課題です。商品を正しく選んでいる（８０％）にもかかわらず、その半分が理由を適
切に解答できていません。文章から大事なところを読み取り、適切にまとめる力が必要です。

出題の趣旨と本市の課題



9

中学校数学

計算や方程式を解くことなど、基礎的な事柄について概ね定着はみられます。
（２）は式が表している意味を問う問題です。正答率は２９．４％とA問題の中で最も低く、課題があります。少人数・習
熟度別学習で１つの問題に対して複数の解法を取り上げ、式の意味についても考える授業を展開し、テスト等で確
認することが必要です。

出題の趣旨と本市の課題
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中学校英語

普段の授業から、言語材料を使った自己表現の機会を確保しているかどうかが問われる問題です。正答率が３７．
９％と低く、無回答率が１５．９％で、自己表現の技能と意欲に課題が見られます。
授業では、毎時間少しずつでも生徒に自己表現させる時間を確保するよう心掛けます。生徒の学力によって自己表
現の技能は様々ですが、自分なりに表現しようとする意欲を評価し、「伝えたいと思う気持ちがあれば、コミュニケー
ションは成立する」という自信を持たせることが大切です。

出題の趣旨と本市の課題



 

 

生活や学習状況に関する児童アンケート、生徒アンケートより 

◆おおさかさやま 家庭教育指針「家庭教育への１０（９＋１）の提言」と関連ある項目について   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 中学校 
質問項目 

市 府 市 府 

自分には良いところがあると思う 70% 68% 59% 56% 

学校のきまりを守っている 79% 73% 88% 85% 

物事を最後までやりとげてうれしかったことがある 91% 91% 87% 86% 

家の手伝いをしている 78% 76% 63% 62% 

家の人は、学校の様子を聞いてくれる 87% 86% 80% 80% 

近所の人に会ったとき、あいさつをしている 91% 89% 86% 88% 

朝食を毎日食べている 95% 94% 91% 88% 

普段（月～金曜日）、７時までに起きている 69% 62% 49% 43% 

今住んでいる地域の行事に参加している 42% 48% 24% 28% 

平日、家や図書館で、１０分以上読書をしている 64% 68% 60% 52% 

小学校では 

 ほとんどの項目で大阪府の

値を上回る結果でした。基本

的な生活習慣は概ね身につい

ていると考えられます。 

 「地域行事への参加」「平日

の家や図書館での読書」に関

する項目には課題がみられま

した。 

中学校では 

 小学校同様、多くの項目で

大阪府の値を上回っていま

す。小学校で課題である読書

については中学校では良好な

結果でした。 

「近所の人へのあいさつ」や

「地域行事への参加」など、地

域との関わる項目に課題があ

ることが顕著です。 

数字（％）は、各
質 問 に 対 し て
「 と て も そ う 思
う」と「そう思う」
と 回 答 し た 児
童・生徒の割合
の合計 

◆学習状況調査の結果（H20 全国調査との比較） 

小学校
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 ◆平成２０年度全国学力・学習状況調査の児童質問紙、生徒質問紙から 

   

今回の調査では小学校・中学校とも多くの項目で、大阪府の平均値を上回る回答になっており、学校や家庭にお

ける子どもたちの落ち着いた生活の様子がうかがえます。しかし、平成２０年度全国学力・学習状況調査における質

問紙調査の共通項目で比較してみると課題も浮かび上がります。 

H20 全国調査 H23 大阪府調査 
 小学校 

市 府 全国 市 府 

自分には良いところがあると思う 79% 69% 73% 70% 68% 

学校のきまりを守っている 84% 80% 86% 79% 73% 

物事を最後までやりとげてうれしかったことがある 93% 92% 94% 91% 91% 

家の手伝いをしている 76% 74% 78% 78% 76% 

近所の人に会ったとき、あいさつをしている  89% 84% 89% 91% 89% 

朝食を毎日食べている 95% 93% 95% 95% 94% 

普段（月～金曜日）、７時までに起きている 59% 49% 75% 69% 62% 

今住んでいる地域の行事に参加している 48% 48% 60% 42% 48% 

平日、家や図書館で、１０分以上読書をする 62% 54% 63% 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

64% 68% 
 

H20 全国調査  H23 大阪府調査
中学校 

市 府 全国  市 府 

自分には良いところがあると思う 60% 54% 61%   59% 56% 

学校のきまりを守っている 87% 83% 87%   88% 85% 

物事を最後までやりとげてうれしかったことがある 92% 90% 92%   87% 86% 

家の手伝いをしている 58% 59% 61%   63% 62% 

近所の人に会ったとき、あいさつをしている  86% 82% 83%   86% 88% 

朝食を毎日食べている 91% 86% 92%   91% 88% 

普段（月～金曜日）、７時までに起きている 45% 34% 65%   49% 43% 

今住んでいる地域の行事に参加している 31% 26% 37%   24% 28% 

平日、家や図書館で、１０分以上読書をしている 44% 36% 49%   60% 52% 

                                         

  

 平成２０年度全国調査との比較からは、「家の手伝いをしている」や「７時までに起きている」は小・中学校ともポイ

ントの伸びがみられますし、中学校での「平日の家や図書館での読書」などは大きくポイントが伸びています。 

 しかし、小学校での「自分にはいいところがあると思う」や中学校での「物事を最後までやりとげてうれしかったこと

がある」などは、ポイントが下がっています。自尊感情や達成感というのは、子どもたちに「生きる力」を育むためには

とても大切な項目です。学校や家庭、また地域において様々な場面で、子どもたちに自信と誇りを持たせていけるよ

う、保護者の皆様には下記の指針をご参照のうえ、ご協力をお願いします。 

 

    おおさかさやま 家庭教育指針「家庭教育への１０（９＋１）の提言」  

   

  １．他の子と比べずに、認めて、褒めて、自信を 

  ２．「だめなことはだめ」―親としての躾と言動規範を 

  ３．「目を離さず、手を放す」の心構えを 

  ４．家庭において一人ひとりに役割分担を 

  ５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を 

 

  ６．明るい挨拶が交し合える家庭を 

  ７．十分な睡眠時間とバランスの取れた食生活を 

  ８．自然や人と触れ合える遊びや活動の場を  

  ９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを   

 １０．ご家庭ならではの約束事を 

  今回の結果が平成２０年度に比べて３ポイント以上       上回っている       下回っている 
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さやまっ子をこんな子に

◆子どもの学力を高めるために

平成１９年度から、学力・学習状況調査が始まり、今年度の大阪府調査で、５年目になりました。
大阪狭山市では、調査で明らかになったさやまの子どもの実態をふまえ、取組みを重ねてきているところです。
「成果につながっている取組み」「工夫改善が必要な取組み」「新たに取り入れたい取組み」を検討し、次年度
につなげていこうと考えています。

Ｈ２３府の調査から

Action

改善

成果
◎小・中学校ともすべて府の平均を上回る結果
◎あいさつ、きまりを守るなど、良好な項目が多い。

課題
▲自尊感情の向上
▲自学自習力・学習意欲の向上
▲活用力の向上
▲地域行事への参加
▲小学生の読書時間増

大阪狭山市学力向上パスプラン
・校内研修推進
・読書eプラン推進事業（拡充）
・学習支援チューター
・理科支援員

Ｈ２３現在の目標

・　自尊感情の育成
・　知識・技能を活用する力の育成
・　人とつながる力の育成
・　自学自習力の育成

今後に向けて、学校では
◆意欲を高める指導と評価の工夫

◆日々の授業を改善する校内研究

◆言語活動で互いに高め合う集団づくり

◆自学自習力の育成

Plan

目標設定

Action

改善

Do

実行

Check

評価

●夢に向かって、自信を持って歩む子

●学力を備え、自力で課題解決できる子

●人とのつながりを大切にする子

そのためには・・・

学力の向上

①パスプランを改善し、さらなる学力
向上の取組みを推進します。

②日々の授業をもう一度見直し、深く
しみこむ指導をめざします。

③学校と家庭が連携して、家庭での
学習や読書の習慣づくりに取組みま
しょう。

意欲の向上

①「何のために勉強するのか」に気
づき、子どもたちの学習意欲を高める
キャリア教育を推進します。

②子どもが活躍する授業づくりや集
団づくりで、意欲を高めます。

③小さな成長も見逃さず、ほめましょ
う。

つながり力の向上

①さまざまな人との交流ができるよう
な取組みを推進します。

②温かい集団づくりで、子どもが多く
の人とつながれる取組みを実践しま
す。

③学校行事、地域行事に、家族で積
極的に参加しましょう。

①教育委員会が　②学校が　③家庭で
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 読書eプラン  everyday, everyone, everywhere... 
                      

                                                       
                                                               

                                           

  
                                          

                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                            

                                                                            

                                                                            

大阪狭山市では、読書 eプラン連絡会を中心に、子ど

もの読書活動をより積極的に推進していきます。読書

を通じて、子どもたちの考える力、豊かな感性や情操、

幅広い知識、コミュニケーション能力、言語力を育成

します。 

・子どもフェスティバルの開催 
・図書ボランティアの派遣 
・ブックスタート事業、 
ブックスタートフォローアップ事業の充実 

・「読み聞かせ会」「出前お話し会」の開催 
・夏休み中の読書相談窓口の設置 
・幼稚園、保育園、学校への絵本や本の団体貸出

大阪狭山市教育委員会 大阪狭山市立図書館

０～３歳児 

・図書館主催の親子絵本

読み聞かせ教室の開催 
・ぽっぽえん、公民館、

図書館における市民ボ

ランティアによる絵本

や紙芝居の読み聞かせ 

小・中学校 

・「朝の読書」「読書週間」などの読書活動および「調

べる学習」を全校全学年で計画的に実施 
・ブックマラソン、調べる学習コンクールの実施・

読書感想文、読書感想画の作成 
→子どもフェスティバルで発表・表彰 

・学校図書館の環境整備と蔵書の充実

幼稚園・保育園 

・読み聞かせ活動を計画的に 
 実施 
・園児による絵本の朗読 
・「図書コーナー」「絵本スペー

ス」などの空間づくり 
・子どもや保護者への啓発活動 

 

中学卒業～成人 

・読書習慣の確立と

より積極的な図書

館の活用 
・他市図書館の相互

利用 

子ども 

読書eプラン連絡会 

・家族で読書を楽しむ環境づくり 
・絵本や本の読み聞かせ 
・親子読書、家族読書 
・読んだ本について家族で話し合い 

家庭 

いい 



平成２３年度大阪狭山市読書 eプランに係るコンクールの表彰について 

 

１．各コンクールの表彰数について 

(1) 読書感想文コンクール＜９名＞ 

 ・大阪狭山市長賞……１名 

 ・大阪狭山市教育委員会教育長賞……１名 

 ・大阪狭山市立図書館長賞……１名 

 ・優秀賞……６名（小学校低学年・中学年・高学年各２名） 

  

(2) 図書館を使った調べる学習コンクール＜１５名＞ 

 ・大阪狭山市長賞……１名 

 ・大阪狭山市教育委員会教育長賞……１名 

 ・大阪狭山市立図書館長賞……１名 

 ・優秀賞……４名（小低学年、小中学年、小高学年、中学生 各１名） 

 ・佳 作……８名（小低学年、小中学年、小高学年、中学生 各２名） 

 

(3) 読書感想画コンクール＜１０名＞ 

 ・大阪狭山市長賞……１名 

 ・大阪狭山市教育委員会教育長賞……１名 

 ・大阪金剛ロータリークラブ会長賞……４名 

            （保育園・幼稚園・小学生・中学生 各１名） 

 ・佳 作……４名（保育園・小学生 各２名） 

 

     ※ こどもフェスティバルで表彰（１１月２６日） 

  



 

学校給食における食物アレルギー対応について 

 
【基本的な考え方】 

・学校給食は、学校教育の一環として実施されており、食物アレルギーをもつ児童生徒に対して可能な

範囲で対応します。 

・対象を副食とし、食材料の除去を原則とします。 

・除去しにくい献立や食品もあるため、家庭から代替食を持参してもらったり、その食品の代替となる

ものを家庭で補ってもらう等、保護者の皆様のご理解・ご協力が必要となる場合があります。  

                                             
【具体的な対応について】 

  ▽対応基準 

・医師の診察、検査により食物アレルギーと診断されていること。 

・アレルゲン（原因食品）が特定されており、医師から指示され 

食事療法を行っていること 

※アレルギー対応食を希望する場合は診断書が必要です。 

 

▽食物アレルギー除去食 

・申し込み時に中止できるもの         
          パン     ごはん    牛乳      副食                 
 
 
 
※給食費は主食（ごはん・パン）、おかず、牛乳別に設定されているので、申し込み時に中止する場合

は返金します。 

  ・調理段階で除去できるもの《５種類９品目》 
 

 ①卵 ②乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱脂粉乳） 

③いか ④えび ⑤かに 
 

※調理段階で除去する場合は、給食費の返金は行いません。  

 

▽デザートの代替 

卵や乳製品を含むデザート(プリン、ヨーグルトなど)で、アレルギーをおこす児童生徒には、代替と

してゼリーを提供します。 

※上記の対応以外に、配膳されたものから、自分で残す方法や家庭から代替食品を持ってくることも可

能です。（保管場所、方法などは学校と保護者で話しあってください。） 

 

▽成分表の配布 

・調味料、パンの材料・配合割合、ふりかけの成分表…年間１回配布 

・加工食品、デザート類…毎月入札後配布 

※成分表が必要な児童生徒は、学校を通じて配布します。 

 
 



【調理段階で除去するもの】
①卵 ②乳製品〔牛乳・チーズ・ヨーグルト・バター・脱脂粉乳〕

③いか ④えび ⑤かに

【デザートの代替】

デザートの代替として【卵や乳製品を含むデザート〔プリン・ヨーグルトなど〕】

でアレルギーをおこす児童生徒には

代替としてゼリーを提供

〔学校給食センターアレルギー調理コーナーで調理〕

食物アレルギー除去食【専用容器】
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５日

１０時００分から１４時００分 

☆イカ焼き ☆綿菓子 

☆カレーライス 

☆ジュース 

☆たまごせん 

☆スーパーボールすくい 

☆焼き鳥 

一部内容が変わる場合がございます。 

売り切れ次第終了となります。 

５月 

☆ネイチャーゲーム（シェアリングネイチャ

ー）☆囲碁ボール ☆クロリティ  

☆お話の会 ☆紙芝居 ☆クラフト 

☆キックターゲット ☆フリスビー  

☆ストラックアウト ☆ウォークラリーなど 

☆大阪府黒山警察署 

 １０時３０分～１２時００分 

交通安全コーナー（白バイなど） 

「こども制服を着て記念撮影」 

☆大阪狭山市消防署 

 １２時３０分～１３時３０分 

救急車展示 

救急救命体験「ＡＥＤ講習」 

～テニス体験教室～  １０時の部・１１時の部・１２時の部（各４５分・定員２４名） 

Ａクラス：３～５歳・幼児   Ｂクラス：小学１～３年生  Ｃクラス：小学４～６年生 

～小学生テニス大会（シングルス）～  １３時～１７時（小学３年生以上・定員２４名） 

Ｄ：小学３～４年生（男女共通） Ｅ：小学５～６年生（男子） Ｆ：小学５～６年生（女子） 

お申し込み：住所・氏名・学年（年齢）・希望クラスを書いて、ハガキ・Ｆａｘ・Ｅメールで 

〒589-0022西山台2-10-2 FAX：072-366-5064 メール：1125n-ta@iris.eonet.ne.jp

  テニス連盟ＧｏＧｏ係 田辺慎一まで（締切５月１日まで） 

当日申し込み：定員までは受け付けますが、希望の時間に入れない場合がございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
・都合により、当日内容変更がある場合がございます。 

・駐車場には限りがございますので、公共交通機関（市内循環バス）をご利用ください。 

お問い合わせ：大阪狭山市立市民ふれあいの里 ３６６－１６１６ 

 
リス園 

緑化植物園 

イベント広場 

 

・豆汽車＆電気自動車 

・ネイチャーゲーム受付 

・狭山新鮮野菜市    

花見広場 

       
 

ゲームコーナー 

 

・キックターゲット 

・ストラックアウト 

・フリスビー 

パーゴラ 

 

ふるさと橋 

多目的広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
管理棟前駐車場 

 

交通安全コーナー 

＆ 

救急救命コーナー 

テニスコート 

 

テニス体験教室 

テニス大会 

炊事場野外テーブル 

す
べ
り
台 

本部 

ウォークラリー受付 主催：教育部 

   社会教育・スポーツ振興グループ 

   都市整備部 

   公園緑地グループ 

 

参加協力団体（順不同・敬称略） 

・大阪狭山市吹奏楽（管弦打）連盟 

・ガールスカウト大阪府第２３団 

・大阪狭山市こども会育成連絡協議会 

・帝塚山学院大学リベラルアーツ学部 

 「夢工房」 

・大阪狭山市テニス連盟 

・野外活動クラブ「きりん」 

・大阪狭山市ボランティアグループ連絡会

・大阪府黒山警察署 

・大阪狭山市消防署 

・フレッシュ朝市連絡協議会 

模擬店コーナー 
・イカ焼き・綿菓子 

・ジュース・カレーライス 

・たまごせん・焼き鳥 

・スーパーボールすくい 

 など 

イベント＆ゲームコーナー 

・囲碁ボール 

・クロリティ 

・クラフト 

・紙芝居 

・お話の会 

管 

理 

棟 

 
 
 
 

 

演奏会 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○ご意見・ご質問、お問い合わせにつきましては、下記あてご連絡ください。 

 

〒589-8501 

大阪狭山市狭山１丁目 2384 番地の１ 

大阪狭山市教育委員会事務局 教育部 教育総務グループ 

TEL:072-366-0011（内線 803・804） FAX：072-367-6011 

E-mail kyouiku@city.osakasayama.osaka.jp 

URL   http://www.osakasayama.ed.jp 
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