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  ◆家庭教育支援事業 132 万円 

指標 市内の全欠年間児童生徒数 ○計 ２人 ○実 ０人 教育部 学校教育グループ 

 
【事業概要】 

家庭の教育力の向上を図るため、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、サポーター（学生ボランティア）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･地域の取組みの連携を深め、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します。 

具体的な支援として、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、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て支援方針を決定し、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します。 

 

      

 

【事業成果】 

 子育てに悩みや不安を抱えながら、相談する時間が確保しづらい保護者や当該児童生徒のニーズ

に対応し、その思いに寄り沿いながら、家庭教育サポーターリーダーや家庭教育サポーターが継続

的に個別訪問を２４７回実施し、課題解決にあたりました。 

 具体的には、家庭教育サポーターが当該児童生徒といっしょに勉強をしたり、遊んだり、学校生

活での様々なことの相談にのるなどして、学習や心の面でのサポートに努めました。また、家庭教

育サポーターリーダーが保護者の相談に応じて、お互いが「子どものために」という視点で共通理

解をし、方向性を確認しながら課題の解決に努めました。家庭教育サポーターリーダーや家庭教育

サポーターは学校や地域との連携を重視し、当該家庭を孤立させない役割も果たしています。 
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  ◆放課後児童会事業 7,446 万円 

教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

【事業概要】 

 放課後児童会は、保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びや生

の場を提供し、児童会活動を通して健全な育成を図ることを目的に市内全小学校で開設し

ています。 

 

【事業成果】 

●対  象 小学校 1～6 年生の児童 

 

●平成２６年度 登録児童数 

平均入会児童数                           （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 計 

103 57 41 75 38 63 101 478 

 

 

●平成２５年度 登録児童数（参考） 

平均入会児童数                           （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 計 

79 52 40 67 43 55 77 413 
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  ◆認定子育てサポーター事業 501 万円 

指標サポーター累計総登録者数 ○計  75 人 ○実  64 人 教育部 こども育成室 

 
【事業概要】 

  子育てや保育の経験のある市民、子育て支援に関心のある市民を子育てサポーターとして市が

認定し、地域でさまざまな子育て支援活動の展開を図っています。 

  また、民生委員・児童委員協議会と共催で、「おやこで ぽかぽかクリスマス」を開催しました。 

 

【事業成果】 

 ◆認定子育てサポーター 64 人 

 

 

 

 

 

 ◆自主活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 実 施 場 所 
実施回数(回) 子育て家庭の参加数(組) 

2６年度 25 年度 2６年度 25 年度 

あおぞらひろば 

すりばち池公園 

くみのき第７公園 

狭山池博物館屋上庭園 

幼稚園・保育所  ほか 

34 28 334 329 

あそびのひろば 

川向地区公民館 
池尻コミュニティホール 
東野地区公民館 

大野台 4 丁目集会所 

         ほか 

46 58 355 337 

計 80 86 689 666 

重点 

   （第Ⅰ期生：21 人  第Ⅱ期生：21 人  第Ⅲ期生：22 人） 

 

「おやこで ぽかぽかクリスマス」 
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  ◆プレイセンター推進事業 331 万円 

指標総設置数 ○計  7 箇所 ○実  5 箇所 教育部 こども育成室 

 
【事業概要】 

  子どもに「自分で選ぶあそび」を、親に「親のための学習」を提供できるよう、子育て家庭の

親及びその子どもが会員となって協同運営を行い、親と子が一緒に成長できるプレイセンター活

動を支援しました。 

  今年度は、池尻自由丘地区に「ヤミー！！」が設置され、プレイセンターが５箇所となり、各

地域で自主的な活動を行っています。 

 

 

【事業成果】 

団 体 名 
(活動場所) 

活 動 内 容  
会員登録
数（組） 

参 加 数 
（組） 

子ども数 
（人） 

保護者数
（人） 

たんぽぽの会     

(東野幼稚園) 

ふれあい遊び・手作り遊び・

絵本遊び・リズム遊び・芋ほ

り・親学習（育児・健康・栄

養）遠足・お別れ会等 

26

年度 
9 220 228 191 

25

年度 
20 316 345 316 

こぐまの会 

(東池尻会館) 

ふれあい遊び・手作り遊び・

リトミック体操・親学習・お

別れ遠足等 

26

年度 
32 371 398 361 

25

年度 
33 421 483 421 

チェリー 

ビーンズ 

(東村公民館) 

ふれあい遊び・手作り遊び・

絵本の読み聞かせ・親学習等 

26

年度 
7 84 113 75 

25

年度 
14 112 146 112 

げんきっず 

(狭山池東集会

所) 

ふれあい遊び・手作り遊び・

お花見・親学習等 

26

年度 
11 108 124 106 

25

年度 
15 125 143 125 

ヤミー！！ 

(自由丘会館) 

ふれあい遊び・手作り遊び・

お花見・親学習等 

26

年度 
17 229 317 228 

25

年度 
－ － － － 
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  ◆民間保育園延長保育事業 783 万円 

指標２時間延長保育実施保育園総数 ○計  4 園 ○実  ４園 教育部 こども育成室 

 
【事業概要】 

  民間保育園における延長保育の充実を図るため、全保育園で１時間の延長保育を、４園で２時

間の延長保育を実施しました。 

 

【事業成果】 

 ◆延長保育補助事業 （単位：人） 

 大野台 
保育園 

池 尻 
保育園 

つぼみ 
保育園 

きらり 
保育園 

ルンビニ

保育園 

山 本 
保育園 

計  
（延べ） 

2 時 間 

延長保育 

26 年度    20   175 ―   464  154 ―   813 

25 年度   24  155 ―   460   135 ―   774 

1 時 間 

延長保育 

26 年度  985  890 1,068 2,871 1,615 634 8,063 

25 年度 1,167 1,044 1,042 3,162 1,919 155 8,489 
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  ◆子ども・子育て支援事業計画策定事業 248 万円 

 教育部 こども育成室 

 
【事業概要】 

  市では、昨年度実施した市民ニーズ調査をもとに、今年度「“さやまっ子のびのびプラン”大

阪狭山市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 

この計画は、国の動向とともに、これまでの本市における子育て支援に関する施策の進捗状況

や課題を整理し、平成 27 年度から実施の「子ども・子育て支援新制度」のもと諸施策を円滑か

つ総合的に推進するためのもので、計画期間は平成 27 年度から平成 31 年度までです。 

 

【事業成果】 

 ◆子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 

   作成部数 計画書 200 部  概要版 5,000 部 
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◆発達障がい児支援事業 974 万円 

指標療育事業受入年間総児童数 ○計  28 人 ○実  24 人 教育部 こども育成室 

 
【事業概要】 

  軽度発達障がい児やサポートが必要な子どもとその保護者を対象に、ぽっぽえん内の「手をつ

なＧＯ！」において、専門的な相談や療育の場を提供しました。また、近隣市町村を対象として

社会福祉法人が実施する療育・相談事業に、本市から利用する児童と保護者を支援するため事業

費の一部を負担しました。 

 

【事業成果】 

◆「手をつなＧＯ！」事業 

①療育対象者：小学校３年生までの子ども 

（単位：人） 

 就学前児童 小 学 生 計 

児 童 数 

26 年度 14 4 18 

25 年度 10 8 18 

 

②相談対象者：中学校３年生までの子どもの保護者及び学校園等関係者 

（単位：件） 

相談内容 情報提供 家庭生活 健康医療 教育保育 進路相談 その他 計 

件 

数 

26 年度 16 １ 0 11 5 14 47 

25 年度 16 8 0 27 0 4 55 

 

◆発達障がい療育等支援事業 

   本市在住の療育対象児童：6 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点 



第４章 ともに学び 世代をつないで 人を育むまち  

第２節 学ぶ力・生きる力を伸ばす教育環境づくり  

51 

  ◆小学校整備事業 1 億 5,380 万円 

 教育部 教育総務グループ 

【事業概要】 

開校後２０年以上が経過し、老朽化が進んでいた第七小学校のトイレを湿式から乾式に改修し、

新たに多目的トイレを設置しました。併せて、未改修であった南第一小学校の職員トイレの改修を

行いました。 

子どもたちがより一層学習しやすい環境を整備するため、第七小学校の支援教室に新たに空調機

を設置し、音楽室、図書室、保健室及び更衣室の空調機を改修しました。 

建築基準法の改正により既存不適格の状況にあった東小学校、西小学校及び南第一小学校の給食

用エレベーターを改修しました。 

 

【事業成果】 

◆トイレ改修工事を行った学校 

 〇南第一小学校 

〇第七小学校 

◆空調機改修工事を行った学校 

 〇第七小学校 

◆給食用エレベーター改修工事を行った学校 

〇東小学校 

〇西小学校 

〇南第一小学校 

          
トイレ改修工事（第七小学校）      空調機改修工事（第七小学校） 

    

給食用エレベーター改修工事（東小学校） 
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  ◆支援教育事業 2,699 万円 

 教育部 学校教育グループ 

【事業概要】 

 障がいのある学齢児童生徒が、障がいの種類や程度に応じた適切な教育が受けられるよう、学び

の支援員を配置するなど、支援教育の充実を図っています。 

                            

【事業成果】 

平成 2６年度は 1４人の「学びの支援員」（アルバイト職員）を雇用し、小・中学校において、

支援学級に在籍する子どもと、通常の学級に在籍する発達障がい等のある子どもに教育的な支援を

しました。 

 

◆個別の指導計画に基づいた指導 

支援学級に在籍する子ども、通級指導教室に通う子ども一人ひとりについて、教員が保護者と相

談しながら個別の指導計画を作成しました。「学びの支援員」は、担当教員の指示を受けながら、

個別の指導計画に基づいた支援を行いました。また、長期計画である「個別の教育支援計画」（「相

談シート」・「支援シート」）の作成を進め、一貫した相談・支援体制の整備に努めてきました。 

 

◆支援教育についての研究 

 各学校におけるこのような取組みを交流すると共に、教員の専門性を高めるため、大学や大阪府

教育委員会などから専門家を招いて、定期的に研究会を開催しました。 

障がいの種別に応じた指導のあり方について、さまざまな実践を交流し、日々の活動に生かしま

した。 

今後もさまざまな専門性を持つ講師の先生による研修を計画し、効果的な指導のあり方について

研究を推進していきます。 
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  ◆読書ｅプラン推進事業 1,281 万円 

指標 読書ｅプランコンクールの参加率 ○計 70％ ○実 49％ 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

 小・中学校全校に学校図書館司書を常駐配置し、子どもが読書に親しむ環境の充実を図りました。

また、市民協働促進の立場から、各学校において学校図書館市民ボランティアにも読書環境整備お

よび読書推進のための諸活動に関わっていただきました。各学校において作成した蔵書のデジタル

データベースを活用し、図書の貸し出し・返却業務の能率化をすすめました。さらに、長期休業中

などに学校図書館を地域に開放しました。 

     

 

【事業成果】 

 学校図書館司書を常駐配置し、各校の実情にあわせた学校図書館（図書室）の整備や蔵書点検、

本の紹介や読み聞かせ等、子どもたちの読書環境の充実を一層推進することができました。また、

各校でも独自の取組みが行われ、学校図書館市民ボランティアの方にもデジタルデータベース化さ

れている本の登録作業など、蔵書管理等にも協力していただいています。その結果、読書に親しむ

環境が整備され、学校図書館が子どもたちにとってより魅力的な場所になり、子どもたちの読書冊

数も増加しました。 

読書ｅプランの読書感想文や感想画コンクール、図書館を使った調べる学習コンクールにも引き

続き取組むことができ、入賞作品集を作成することができました。 

また、長期休業中を中心に全小中学校で延べ 74 日学校図書館を開放し、388 人の子どもと 44

人の大人が利用しました。 

今後も読書活動の充実をめざし、家庭や市立図書館等との連携を大切にした取組みを進めます。 
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  ◆学習支援チューター事業 126 万円 

 教育部 学校教育グループ 

【事業概要】 

 小学 3・4 年生の児童や中学生の希望者に対して、自学自習力の育成と学力の向上をねらいとし

て放課後および夏季休業中に継続的に学習支援を行いました。 

 

        

 

【事業成果】 

 全小・中学校に学習支援チューター５９人を延べ８１９回派遣し、放課後や夏季休業中に学習教

室を開設しました。 

参加した子どもたちは、学習支援チューターの指導のもとでそれぞれが宿題や市教育委員会が作

成した学習ノートなど個々の課題に対して集中して取り組みました。少人数での学習なので質問が

しやすく、すぐにできたかどうかを確認できるため、意欲的に取り組むことができました。中学校

では、定期テスト前の学習会や中学 3 年生を対象とした入試対策学習会で、自分の苦手なところや

わかりにくいところを丁寧に教えてもらうことができました。 

 本事業により、年間を通じて学習支援をすることができ、子どもの学習意欲の向上や自学自習力

の育成に効果がありました。 

今後も子どもたちの学力を向上させるため、各学校における研究の推進を図るとともに、家庭・

地域との連携を大切にした取組みを進めます。 
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  ◆安心・安全な学校給食推進事業 1 億 9,138 万円 

指標食物アレルギー除去食年間実施回数 ○計 33 回 ○実 3９回      教育部 学校給食グループ  

【事業概要】 

 「より多くの児童・生徒が、学校給食を食べられること」をめざし、調理段階において、卵・ 

乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱脂粉乳）・いか・えび・かにの 5 種類 9 品目の 

食物を取り除いた給食の提供を行いました。 

【事業成果】 

◆ 給食実施回数 

・ 小学校 182 回／年１人 

・ 中学校 170 回／年１人 

１日平均 5,254 食を配食（給食実施日 192 日） 

◆ 食物アレルギー対応 

・ 食物アレルギーをもつ児童・生徒に対して、調理段階において卵・乳製品（牛乳、チーズ、

ヨーグルト、バター、脱脂粉乳）・いか・えび・かにの 5 種類 9 品目の食物を取り除いた給食

を提供しました。また、卵、乳製品を含むデザート（ケーキ、ヨーグルトなど）は、代替とし

てゼリーを提供しました。                 

・ 除去食回数 ３９回                    

◆ バイキング給食 

・ 児童を対象に 1 人あたり年 3 回実施しました。食物アレルギーをもつ児童には、除去食や

代替食を提供しました。    

・ バイキング給食実施回数 124 回 

  

◆ 衛生管理 

・ 衛生管理の徹底を図るため、給食従事者等には、年 23 回の腸内細菌培養検査、年 5 回のノ

ロウィルス検査及び毎日の健康調査に加え、年１回の定期健康診断と施設内の衛生検査を実施

しました。 

◆ 調理委託 

・ 平成２１年度からバイキング給食を除く調理等業務の民間委託を行い、調理部門の効率的な

運営及び給食内容の充実に努めました。 

◆ 食育の推進 

・ 毎月の献立表に食育に関する記事を掲載し、バイキング給食時や、生活科や家庭科の授業に

おいて、食育指導を行いました。 

◆ 地産地消 

・ 大阪狭山市で取れたキャベツ、米などを使用し、地産地消の推進を図りました。 

 

 

重点 
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  ◆さやま元気っこ推進事業 443 万円 

指標 コーディネーター年間総配置人数  ○計 1 人  ○実 1 人 

教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

【事業概要】 

子ども達が、放課後に安全で安心して過ごせる新しい形の居場所づくりとして、安全・安心な子 

どもの活動拠点をめざして、遊び・体験・交流・学習支援など様々な分野の場を市立南第三小学 

校及び市立西小学校で提供しました。 

 

【事業成果】 

◆プログラムの内容 

 月 水 木 金 

南三小 サッカー・日本舞踊 自由遊び  バスケットボール・将棋 

西 小 前期(茶道) 後期(ダンス) 達磨拳 自由遊び  

   ※夏休み 各校５日間(10 時～11 時 30 分) 学習・工作・絵画・科学教室など 

 

活動時間  前期  ６月～１０月 15 時～16 時 45 分 

（両校同じ） 後期 １１月～  ３月 15 時～16 時 30 分 

 

＜南三小元気っこクラブ＞ 

期  間  平成 26 年６月 11 日(水)～平成 27 年３月４日(水)年間 82 回 

    夏休み、冬休みを除く 月曜・水曜・金曜 

活動場所  教室・体育館・運動場 

参加受付  年間 80 人 

実施回数  年間 87 回 参加延べ人数 2,683 人 夏の講座を含む 

平均参加率 年間 80％ 夏休みを除く 

 ＜西小元気っこクラブ＞ 

期  間  平成 26 年６月 12 日(木)～平成 27 年３月４日(水)年間 77 回 

    夏休み、冬休みを除く 月曜・水曜・木曜 

活動場所  教室・体育館 

参加受付  前期 42 人・後期 49 人 

     実施回数  年間 82 回 参加延べ人数 1,628 人 夏の講座を含む 

     平均参加率 前期 78％ 後期 75％ 夏休みを除く 

 

 

  

      

      

 

                  

 

    

重点 

 

自由遊び（西小：木曜日） バスケットボール（南三小：金曜日）
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  ◆スポーツ施設整備事業 2,599 万円 

指標年間スポーツ施設利用者総数 ○計 285,000 人 ○実 286,918 人 

教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

【事業概要】 

平成１８年度から開始した指定管理者制度に基づき、大阪狭山市立のスポーツ施設（南及び第

三青少年運動広場並びにふれあいの里スポーツ広場以外）の７施設について、スポーツやレクリ

エーションの場を提供するとともに、施設の管理・運営を行いました。 

 総合体育館等老朽化したスポーツ施設の改修を行いました。 

 

 〇総合体育館 

（メインアリーナ収納網戸取替工事 北・南面） 

・アコーディオン網戸及び額縁 計１６台 

 

 〇池尻体育館  

（アリーナ空調機設置工事） 

・空調機器設置  ４台  

・動力設備工事  一式 

（キュービクル）  

 

 〇山本テニスコート 

（テニスコート面 砂入り人工芝張替工事） 

・砂入り人工芝張替工事 

（全面 2,250 ㎡）  

・ネットポストの設置改修 ３組        

・センターガイド設置 ３ケ所 

 

【事業成果】 

◆施設別利用状況 

施設 
のべ人数 

26 年度 25 年度 

総合体育館 94,176 111,409 

池尻体育館 20,430 24,816 

南青少年運動広場 25,069 21,903 

第三青少年運動広場 15,939 15,877 

市民総合グラウンド 35,332 28,341 

ふれあいの里スポーツ広場 7,735 7,311 

大野テニスコート 10,193 9,120 

山本テニスコート 15,728 15,378 

ふれあいスポーツ広場 23,262 23,065 

野球場 35,171 16,325 

プール 3,883 4,035 

合計 286,918 277,580 

 

重点 

池尻体育館：空調機設置工事 

山本テニスコート： 
砂入り人工芝張替工事 
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  ◆公民館・図書館施設整備事業 3,234 万円 

指標 年間公民館利用者総数 ○計 86,000 人 ○実 78,973 人  教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

 
【事業概要】 

市民が安全で安心して利用できるよう、公民館はエレベーター改修工事やプラネタリウムの椅子

取替工事、机やイスなどの備品の購入、図書館はエレベーター修繕、外壁塗装工事、利用案内板・

書架の購入を行いました。 

 

【事業成果】 

◆公民館                    

 工事内容  ・エレベーター改修工事 

       ・プラネタリウム椅子取替工事 

 備品購入  ・会議用折りたたみテーブル 71 台 

       ・折りたたみイス 290 台 

       ・折りたたみ和机 22 台  

 

◆図書館   ・エレベーター修繕            （公民館：エレベーター） 

       ・外壁塗装工事 

 備品購入  ・図書館利用案内板 1 台 

       ・書架 3 台 

 

◆平成２６年度 部屋別利用人数（参考） 

  
平成２６年度 平成２５年度 差 異 

利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 

集会室１ 5,918 363 6,718 404 △ 800 △ 41 

集会室２ 5,047 403 5,115 370 △ 68 33 

集会室３ 7,431 513 8,226 483 △ 795 30 

大集会室 18,333 830 19,492 806 △ 1,159 24 

講習室 3,501 301 4,586 312 △ 1,085 △ 11 

会議室１ 3,096 319 3,737 304 △ 641 15 

会議室２ 2,640 332 2,511 324 129 8 

児童室 2,733 290 4,230 314 △ 1,497 △ 24 

工作室１ 3,740 308 4,021 309 △ 281 △ 1 

調理実習室 1,811 133 2,928 145 △ 1,117 △ 12 

多目的室 6,111 234 4,899 198 1,212 36 

展示フロア 10,503 287 10,652 307 △ 149 △ 20 

茶室 249 47 265 46 △ 16 1 

和室 6,079 454 6,525 479 △ 446 △ 25 

工作室２ 1,781 146 2,022 162 △ 241 △ 16 

合 計 78,973 4,960 85,927 4,963 △ 6,954 △ 3 

 

重点 
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◆文化会館活性化事業 1,077 万円 

指標年間総補助事業数 ○計 10 件 ○実 8 件 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

 

【事業概要】 

文化会館を拠点に市民団体が行う文化活動を支援し、文化会館の活性化と市民文化の振興を図

るため、公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団に対し、補助金を交付しました。 

 

【事業成果】 

 1.SAYAKA ホール活性化事業補助金事業  1,382,465 円 

「文化の花咲かそ補助金」は、公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団が行う公募型の補助制

度で、第三者機関が行う評価に基づき、8 団体 8 事業に補助金が交付されました。 

 

 団体名 事業名 補助金額 

１ 大阪狭山美術協会 第２２回大阪狭山美術展 300,000 円 

２ 小川 幸紅 アート かたち いろいろ展 107,657 円 

３ スマイリー♪ママ スマイリー♪ママ second concert 120,670 円 

４ 大阪狭山 桜太鼓 
大阪狭山 桜太鼓結成 10 周年記念 
南河内和太鼓まつり 

229,768 円 

５ 邦楽ふれあいコンサート実行委員会 
邦楽（琴・尺八・三絃）と語りを楽し
む集い 

205,500 円 

６ 大阪狭山市合唱連盟 第１９回さやま合唱祭 76,500 円 

７ 大阪狭山市吹奏楽（管弦打）連盟 第２３回ハートフルコンサート 300,000 円 

８ ふれあい唱歌隊 初冬のふれあい懇親コンサート 42,370 円 

 計 1,382,465 円 

 
 2.地域情報誌作成事業 1,889,477 円 

  地域情報誌「AGUA」の企画、編集、発行 

 

 3.（仮称）文化芸術振興ビジョン策定事業 4,907,146 円 

  市民の自主的な文化芸術活動の支援や文化団体などの育成を

図るために、市と公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団との

協働のもと「大阪狭山の豊かな文化芸術を育むビジョン」を策

定しました。 

 

 4.文化会館活性化方策企画提案事業 2,592,000 円 

  文化会館におけるカフェ・レストラン設置に関する企画提案

書を作成しました。 

重点 
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  ◆郷土資料館管理事業 57 万円 

 教育部 歴史文化グループ 

 
【事業概要】 

大阪府立狭山池博物館との共同運営開始後、郷土資料館の既刊図録の販売が好調となり、来館者

から再販を望む声が大きいため、既刊完売図録の改訂・増刷を行いました。 

 

【事業成果】 

平成１４年度に開催した郷土資料館の特別展「狭山を変えた鉄道―おおさかさやま交通ものがた

り―」では、市内を通る鉄道など、狭山の交通の概要を紹介しました。この時、展示で出品した資

料の写真や解説をまとめた図録を刊行しましたが、品切れしていたため、一部改訂の上、増刷しま

した。この図録では、明治時代に開通した鉄道など、公共交通機関に関する歴史的資料を市民に提

供しています。 

 

 

 

 

 

 

重点 
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  ◆郷土資料館管理事業（重要文化財指定記念特別展） 379 万円 

指標  特別展の実施回数  ○計 １回 ○実 １回 教育部 歴史文化グループ 

 
【事業概要】 

狭山池の平成の改修で出土した「重源狭山池改修碑」（大阪府立狭山池博物館展示品）が、平成

26 年 8 月 21 日に国の重要文化財に指定されました。このことを記念して、平成 26 年 11 月 1

日（土）から 30 日（日）まで、「重源狭山池改修碑」とその時代について紹介する特別展を大阪

狭山市、大阪狭山市教育委員会、大阪府立狭山池博物館が共同で開催しました。 

 

【事業成果】 

狭山池の平成の改修に伴う発掘調査で見つかった「重源狭山池改修碑」には、13 世紀に、僧重

源が狭山池の改修を行ったと記されていました。この資料には「大勧進造東大寺大和尚 南無阿弥

陀仏」という重源を示す表現や、阿弥号をもつ同行衆の名前が刻まれ、多くの人が改修を支えたこ

とがわかり、発掘当初から、その重要性が指摘されてきました。今回の展示では、重源が勧進聖と

して活躍した鎌倉時代の東大寺復興と、重源の復興を支えた人びとの足跡を様々な資料から紹介し

ました。開催期間中、市内外から 6,492 人の来館がありました。 

 

重点 
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  ◆市史編さん事業 733 万円 

 教育部 歴史文化グループ 

 
【事業概要】 

 本市にかかわる歴史資料を体系的に継続して調査・収集し、そこで得たデータや知見を整理・記

録して、市民の貴重な共有財産として活用に努めています。また、活用にあたっては書籍や冊子を

刊行し、広く市民の皆さまに市の来歴を提供しています。 

 

【事業成果】 

平成26年6月20日に第35回大阪狭山市史編さん委員会を開催しました。今回の委員会では、

委員長から『大阪狭山市史 第一巻 本文編通史』の完成が報告されました。その後、今後の本市

の市史編さん事業の在り方について、各委員から意見をいただきました。 

また、『行基資料集』の作成事業を行っています。行基は、天平 3 年（731 年）に河内・和泉で

活躍し、狭山池を改修した僧として知られています。本資料は、行基に関するあらゆる資料を集積

し、行基の狭山池改修を、行基が歩んできた活動を通じてご覧いただける資料集です。平成２６年

度から引き続き作成作業を進めており、平成 27 年度末の完成を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 35 回大阪狭山市史編さん委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行基ゆかりの寺・家原寺 

重点 
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  ◆市史編さん事業（おおさかさやまの歴史、大阪狭山市の歴史） 746 万円 

教育部 歴史文化グループ 

 
【事業概要】 

 本市にかかわる歴史資料を体系的に継続して調査・収集し、そこで得たデータや知見を整理・記

録して、市民の貴重な共有財産として活用に努めています。また、活用にあたっては書籍や冊子を

刊行し、広く市民の皆さまに市の来歴を提供しています。 

 

【事業成果】 

本年度は、子ども向けの『おおさかさやまの歴史』と、『大阪狭山市史』の概要版『大阪狭山市

の歴史』の２冊を刊行しました。２冊ともフルカラーで読みやすいデザインになっています。 

『おおさかさやまの歴史』は、子どもたちに本市の歴史をわかりやすく伝えることを目的に、大

阪狭山市教育研究会小学校社会科部会の先生方の協力を得ながら作成しました。内容を時代や分野

で３０項目に分け、平易な文でイラストを多用しながら、本市の歴史や地理、文化財等を紹介して

います。見開きで１項目が完結しているため、読みやすい編集になっています。また、平成２７年

度から、市内各小学校の５年生の副読本として使われます。 

『大阪狭山市の歴史』は、『大阪狭山市史』を、より分かりやすくまとめたものです。内容を時

代や分野で３５項目に分け、さらに６つのコラムを設けて内容を充実させました。『おおさかさや

まの歴史』と同様に、見開きで１項目が完結しています。また、分野ごとにテーマカラーを設ける

などの工夫をしました。 

 

重点 



第４章 ともに学び 世代をつないで 人を育むまち  

第６節 市民文化・歴史文化の振興 

64 

  ◆文化財活用事業 118 万円 

指標 市内文化財案内解説板設置数 ○計 ３箇所 ○実 ２箇所 教育部 歴史文化グループ 

 
【事業概要】 

大阪狭山市には、国指定史跡狭山池をはじめ、貴重な文化財が多く存在しています。これらの文

化財を保護し、次世代へ継承していくと同時に、その大切さを広く知っていただくための活用事業

を行いました。 

 

【事業成果】 

 狭山藩陣屋跡下屋敷と陶邑窯跡群陶器山２号窯の案内解説板を製作し、設置しました。狭山藩陣

屋跡下屋敷解説板はさやか公園に、陶邑窯跡群陶器山２号窯解説板は天野街道沿いに設置していま

す。狭山藩陣屋下屋敷は主に狭山藩士の武家屋敷などがあった場所で、陶器山２号窯は古墳時代に

つくられた須恵器を焼くための窯です。これまでこれらの文化財を解説するものがなかったため、

大きくわかりやすい看板を製作、設置し、広く市民にご覧いただくことができるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭山藩陣屋跡下屋敷案内解説板         陶邑窯跡群陶器山２号窯案内解説板 

 

 

重点 
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  ◆狭山池の魅力発見活用事業 494 万円 

 教育部 歴史文化グループ 

 

【事業概要】 

史跡狭山池の歴史的・文化的価値について専門的な調査研究を行い、国史跡指定後の保存管理計

画の方針について協議しました。 

 

【事業成果】 

 本年度は、狭山池の国史跡指定に必要な書類（史跡指定の範囲と面積、地権者を記した調書等）

を作成し、文部科学大臣に意見具申を行いました。その結果、国の文化審議会は、平成２６年１１

月２１日に狭山池を国史跡に指定するよう文部科学大臣に答申し、平成２７年３月１０日の官報告

示をもって、正式に国史跡に指定されました。指定後の３月２７日に大阪狭山市狭山池総合学術調

査委員会を開催し、指定後の保存管理計画の策定に関して指導をいただきました。 

また、平成２６年８月２１日には、重源狭山池改修碑と狭山池出土品の一部が、重要文化財に指

定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 回大阪狭山市狭山池総合学術調

査委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国史跡に指定された狭山池 

重点 
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  ◆狭山池の魅力発見活用事業（狭山池シンポジウム） 119 万円 

指標 狭山池シンポジウム実施回数 ○計 １回  ○実 １回 教育部 歴史文化グループ 

 
【事業概要】 

 狭山池の国史跡指定に伴い、狭山池の歴史的・文化的価値について専門的な調査研究を行うとと

もに、その価値を広く全国に発信することを目的としたシンポジウムを開催しました。 

 

【事業成果】 

 平成 26 年 11 月 8 日、「アジアと日本をつないだ僧―重源・栄西―」を開催しました。 

 ５回目となる今回のシンポジウムは、重源狭山池改修碑重要文化財指定記念特別展「重源と東大

寺―鎌倉時代の復興を支えた人びと―」に合わせて開催しました。重源と、重源のあとをついで鎌

倉時代東大寺の復興を大勧進として支えた栄西の活動にみる中世の日本とアジアの交流をテーマ

に、２人の先生にご報告いただきました。 

 当日は、市内外から 206 人の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネリスト①    横内 裕人 先生     パネリスト②    冨島 義幸 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネーター  原田 正俊 先生     パネルディスカッションの様子 
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  ◆姉妹都市・友好都市交流の促進事業 200 万円 

指標国際交流・国内交流の年間総実施事業数 ○計 11 件 ○実 7 件 

政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

 

【事業概要】 

姉妹都市（アメリカ合衆国オレゴン州オンタリオ市）と友好都市（和歌山県日高郡日高川町）

における市民間の交流、及び共同で世界文化遺産登録をめざす大韓民国金堤（キムジェ）市 

その他の都市との市民間の交流を進めている大阪狭山市都市間市民交流協会に、補助金 

2,000,000 円を交付し、都市間の交流を支援しました。 

   
金堤(キムジェ)市の地平線祭り訪問         オンタリオ派遣学生事業 

９月 30 日(火)～10 月 3 日(金)           ３月 12 日(木)～25 日(水) 

 

【事業成果】 

大阪狭山市都市間市民交流協会事業（平成 2６年度の主な事業） 

４月 26 日・27 日 狭山池まつり 201４参加 

6 月 29 日 日高川町との意見交換会 ７人参加 

8 月 23 日 日高川町交流バスツアー事業 24 人参加 

９月 30 日～10 月３日 金堤(キムジェ)市の地平線祭り訪問 14 人参加 

3 月 12 日～25 日 オンタリオ派遣学生事業 5 人派遣 

3 月 21 日～30 日 オンタリオ市に理事等派遣 ４人派遣 

大阪狭山市都市間市民交流協会広報紙「こうりゅう」の発行 

 

重点 
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◆教育相談事業 198 万円 

 教育部 学校教育グループ 

【事業概要】 

不登校やいじめ、進路その他教育に関する子どもや保護者のいろいろな相談に応じました。学校

や専門機関と連携をとりながら、保護者や市民のみなさんからのさまざまなニーズにお応えできる

よう、相談員を配置しました。 

【事業成果】                     

専任の相談員を配置して週４回(月～木)相談日を設けました。              

相談事例として、身体的・精神的な問題から学習問題・進路問題・不登校・いじめ問題まで、総

計 79 件の相談に対応しました。 

 

 

◆中学校部活動支援人材活用事業 87 万円 

 教育部 学校教育グループ 

【事業概要】 

少子化による生徒数の減少に伴って教職員の人数も少なくなり、その結果、開設可能な部活動の

数にも限りがでてきます。また、部活動の指導においては専門的な知識や技術等も必要であること

から、地域人材を活用することにより、その解決に努めました。 

 

【事業成果】 

◆卒業生や外部指導者の経験に裏打ちされた指導から受ける影響は大きく、子どもたちの部活動に

対する意欲の向上が見られました。また、教員も専門的な指導方法を学ぶことができ、指導力の

向上にもつながっています。 

◆生徒の多様な希望に応えるため、市内の 3 中学校で 20 人の専門的な知識や技能等を持った卒業

生や地域の方から、延べ 390 回にわたって指導していただきました。 
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◆学校教育自立支援通訳事業 47 万円 

 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

学校教育において、日本語の理解が十分でない海外からの転入児童に、必要とされる識字・通訳

等の教育的支援を行い、学習環境への順応と言語的早期自立を促しました。 

 

 

【事業成果】 

◆小学校３校で 67 回活用したことにより、教科の内容も理解できるようになってきました。 

◆個別学習や教室での授業に入り込む指導により、読み書きや会話の力、計算の力が確実に身につ

いてきました。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 ともに学び 世代をつないで 人を育むまち 

第２節 学ぶ力・生きる力を伸ばす教育環境づくり 

 

70 

◆給食センター施設改修事業 1 億 3,245 万円 

 教育部 学校給食グループ 

【事業概要】 

  安心・安全な学校給食の運営を図るため、学校給食センター耐震補強等工事を行いました。 

 

【事業成果】 

  耐震補強工事により、災害時でも、より安心・安全な給食の提供が出来るようになるとともに、

施設の改修工事により調理場内のドライ化（調理中に床へ水や食材をこぼさない方式）を図るこ

とができました。 

 

検収室                 下処理室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス釜                 真空冷却機 

 

◆牛乳保冷庫等更新事業 306 万円 

 教育部 学校給食グループ 

【事業概要】 

  各小・中学校に設置している牛乳保冷庫及び検食用冷凍庫の老朽化が進んでいるため、計画的

に更新します。 

 

【事業成果】 

  更新した学校 

  牛乳保冷庫  東小学校、南第一小学校 

  検食用冷凍庫 東小学校、南第一小学校、南中学校、第三中学校 
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◆市立幼稚園子育て支援事業 469 万円 

指標 延べ利用児童総数 ○計  11,000 人 ○実  8,626 人  教育部 こども育成室 

 

【事業概要】 

  市立幼稚園において、通常保育終了後から午後 5 時まで、短縮期間中及び夏季保育日も含め、

預かり保育を実施し、子どもたちの育ちを補完するとともに、保護者の子育てを支援しました。 

 

【事業成果】 

 ◆預かり保育利用実績 

幼稚園名 

実 施 日 数(日) 利用児童数(人) 一日平均利用児童(人) 

26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 

東   幼稚園 176 167 1,316 1,330  7.5  8.0 

西   幼稚園 179 169  954  730  5.3  4.3 

南第二幼稚園 158 156 1,741 1,198 11.0   7.7 

南第三幼稚園 192 188 1,676 1,460  8.7  7.8 

半 田 幼稚園 179 175 1,569   896  8.8  5.1 

東 野 幼稚園 176 165  668  491  3.8  3.0 

計 7,924 6,105 45.1  35.9 

 

 

 

 

 

 

 

◆市立幼稚園整備事業 391 万円 

 教育部 こども育成室 

 
【事業概要】 

  市立南第二幼稚園の快適な環境を確保し、園の事業が円滑に行われるよう、遊戯室屋上の防水

改修工事を実施しました。 

 

【事業成果】 

 ◆市立南第二幼稚園遊戯室屋上防水改修工事  工事費 3,911,760 円 

 

 

 



第 4 章 ともに学び 世代をつないで 人を育むまち 

第６節 市民文化・歴史文化の振興 

72 

◆文化会館施設改修事業 5,589 万円 

指標文化会館施設利用率 ○計 72.4％ ○実 77.0％ 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

 
【事業概要】 

文化会館の施設の維持管理のため、営繕事業として改修工事を行いました。 

【事業成果】 

◆文化会館中会議室等改修工事 ······· 4,148,280 円 

内容：中会議室改修工事 

    ・タテ型ブラインド取替（ガラスフィルム貼り含む） 

    ・カーペットの張替 

    ・椅子及びテーブル取替 

   和室改修工事 

    ・タテ型ブラインド取替（ガラスフィルム貼り含む） 

 

◆文化会館非常用発電設備改修工事 ······ 17,280,000 円 

内容：非常用発電設備改修工事 

・非常用発電設備点検整備 

・発電制御装置部品交換 

・発電機絶縁診断 

・非常用発電設備燃料（A 重油）入替（廃油処理含む） 

 

◆文化会館自動火災報知設備取替工事 ····· 28,080,000 円 

内容：自動火災報知設備 受信機・中継器盤他取替工事 

・GR 型受信機、カラー液晶副表示機、終端器、中継器盤、 

 RX 光電式スポット感知器の取付工事 

 

◆文化会館電話交換機取替工事 ········· 5,074,920 円 

内容：電話交換機及び電話機取替工事 

・電話交換機取替 

・多機能電話機取替 

・アナログ電話機取替 

 

◆文化会館施設改修工事 ············ 1,305,720 円 

○蓄電池設備触媒栓取替工事（700,920 円） 

内容：非常照明用蓄電池設備触媒栓取替工事及び液面調整 

○インターロッキング補修工事（604,800 円） 

内容：インターロッキングブロック補修工事 

 

 

 

 

 

  

 

中会議室改修工事 

非常用発電設備改修工事 

自動火災報知設備取替工事 


