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  ◆放課後児童会事業 １億 7,759 万円 

 こども政策部 放課後こども支援グループ 

【事業概要】 

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

活の場を提供し、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。 

 令和元年度は、待機児童対策の一つとして、大野台こども園に放課後児童会の一室を整

備し、13 人の受入れをしていただきました。また、新たに民間放課後児童会に対する運

営事業費補助制度を創設し、官民一体で児童の安全で快適な放課後の居場所づくりの推進

に努めました。なお、７月には、放課後児童会事業の充実・強化を目的として、教育部か

らこども政策部に移管し、組織の機構改革を実施しました。 

 

【事業成果】 

●対  象 小学 1～6 年生の児童 

 

●令和元年度 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 

164 52 47 115 67 118 125 688 

 

●平成 30 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 

169 56 47 111 56 102 139 680 
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◆認定子育てサポーター事業 530 万円 

指標 認定子育てサポーター総登録者数 ○計 120 人 ○実 102 人 こども政策部 子育て支援グループ 

 
【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を展開しています。 

市内の公園・地区集会所等での自主活動や学校園での絵本のひろば読み等の協力活動を行いま

した。また、大阪狭山市立子育て支援・世代間交流センター“UP っぷ”の一周年記念フェスタ

で、民生委員・児童委員協議会との共催事業「おやこ de ぽかぽかクリスマス」を実施しました。 

 

 

【事業成果】 

◆ 認定子育てサポーター  102 人 

   （Ⅰ期生：18 人 Ⅱ期生：13 人 Ⅲ期生：17 人 Ⅳ期生：35 人 Ⅴ期生：19 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） 

R1 年度 H30 年度 R1 年度 H30 年度 

あおぞらひろば 

大野第６公園 

狭山池博物館屋上庭園 

幼稚園・こども園 

47 50 239 401 

あそびのひろば 

東野地区公民館 

池尻コミュニティホール 

川向地区集会所 

南海狭山住宅自治会館 

茱萸木中央公民館 

下今熊地区会館 

45 46 230 249 

計 92 96 469 650 

◆ 共催事業「おやこｄｅぽかぽかクリスマス」 

   開催場所：大阪狭山市立子育て支援・世代間交流センター“UP っぷ” 

   開催日 ：令和元年 12 月 12 日・13 日 

参加人数：739 人 

◆ 協力活動市内の幼稚園・保育園・こども園・小学校で実施している「絵本のひろば」でひろば

読みの協力を行いました。  実施日数：30 日 協力人数：180 人 
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  ◆プレイセンター推進事業 319 万円 

指標 プレイセンター設置数 ○計 ７か所 ○実 ６か所 こども政策部 子育て支援グループ 

 
【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。 

プレイセンターは市内６か所で実施し、各地域の皆さまの協力を得ながらで自主的な活動を行

いました。 

 

 

【事業成果】 

団 体 名 

（活動場所） 
活 動 内 容 年度 

会員登 

録数(組) 

参加数 

(組) 

活動回 

数(回) 

たんぽぽの会 

(東野幼稚園) 

遊び（ふれあい・手作り・絵

本・リズム）・芋ほり・親学習

（育児・健康・栄養）・遠足等 

R１ 10 76 11 

H30 12 105 11 

こ ぐ ま の 会 

(東池尻会館) 

遊び（ふれあい・手作り）・リ

トミック体操・親学習（育児・

健康・栄養）・遠足等 

Ｒ１ 12 116 12 

H30 22 199 13 

チ ェ リ ー 

ビ ー ン ズ 

(東村公民館) 

遊び（ふれあい・手作り）・絵

本の読み聞かせ・親学習（育

児・健康・栄養）等 

Ｒ１ 休 会 中 

H30 14 110 11 

げ ん き っ ず 

(狭山地区会

館) 

遊び（ふれあい・手作り）・お

花見・親学習（育児・健康・

栄養）等 

Ｒ１ 12 93 11 

H30 17 119 12 

ヤ ミ ― ！ ！ 

(自由丘会館) 

遊び（ふれあい・手作り）・お

花見・親学習（育児・健康・

栄養）等 

Ｒ１ 19 130 14 

H30 16 178 15 

ピ ー ナ ッ ツ 

クラブ(東野

地区公民館) 

遊び（ふれあい・手作り）・お

花見・親学習（育児・健康・

栄養）等 

Ｒ１ 11 101 11 

H30 15 124 11 

きらきらキッ

ズ（川向地区

公民館） 

遊び（ふれあい・手作り）・リ

トミック体操・英語遊び・親

学習（育児）・遠足等 

Ｒ１ 12 54 11 

H30 16 129 12 
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  ◆発達障がい児支援事業 939 万円 

指標 療育事業受入年間総児童数 ○計 20 人 ○実 21 人 こども政策部 子育て支援グループ 

 
【事業概要】 

発達障がい児や発達のサポートが必要な子どもとその保護者を対象に、市立子育て支援セン 

ター“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、大阪府発達障がい児療育拠点において実施される個別療育が円滑に行われるよう、この

事業を活用する市町村で負担金を出し合い支援しました。 

 

【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） 

 年 度 就学前児童 小 学 生 計 

児 童  数 
Ｒ１ ９ 11 20 

H30 13 7 20 

 

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：人） 

 年 度 情報提供 家庭生活 教育保育 進路相談 その他 計 

件

数 

R１ 18 49 54 4 0 125 

H30 11 38 61 ６ １ 117 

 

◆ 発達障がい療育等支援事業（単位：人） 

年度 療育対象児童数 

Ｒ１  １ 

Ｈ30 １ 
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 ◆子育て支援・世代間交流センター施設運営事業 1,444 万円 

指標 利用者数(延べ児童数) ○計 11,000 人 ○実 29,091 人 こども政策部 子育て支援グループ 

 
【事業概要】 

1 階の子育て交流ひろばでは、子育て支援の拠点施設として、就学前の子育て家庭が集い、交

流の場や、子育て情報の提供、子育て講座、相談業務を実施し、子育て施策の充実を図りました。 

２階の世代間交流ひろばでは、子どもや子育て家庭と世代を超えて市民が交流できる場として、

まちライブラリーの運用や、自習室の提供、子どもとその保護者を中心に据えた市民協働事業を

実施するなど、多くの方にご利用いただきました。 

 

【事業成果】 

♦子育て交流ひろば（１階） 

利用登録者数 1,806 人（新規登録者数 860 人）  

利用者数 こども 8,298 人 保護者 6,999人 合計 15,297 人（1 日平均 69.5人）  

                             

♦世代間交流ひろば（２階） 

利用登録者数 1,911 人（新規登録者数 1,167 人） 

自習室利用数 13,794 人（1 日平均 44.2 人） 

                          

 市民との協働事業として、朝食の重要性を啓発する「ＵＰっぷ朝食堂」のほか、コンピューター

プログラミングの「コーダ道場」や、紙や木工・ビーズ等を使用した「ものづくりワークショップ」、

母の日に合わせて「アレンジフラワー」などを実施しました。また、学習支援ボランティアによる

「夏休み宿題教室」も実施しました。 

 

   ＵＰっぷ朝食堂          コーダ道場          アレンジフラワー 

 

 

     

    ものづくりワークショップ               夏休み宿題教室 
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  ◆利用者支援事業 736 万円 

指標 利用件数 ○計 300 件 ○実 327 件 こども政策部 子育て支援グループ 

 
【事業概要】 

子ども・子育て支援法に基づき、子育て支援センター“ぽっぽえん”と子育て支援・世代間交

流センター“UP っぷ”に専門の相談員「保育・子育てコンシェルジュ」を配置し、利用者支援

事業基本型を実施しました。 

子どもや保護者、妊婦が、教育・保育施設や子育て支援サービスを円滑に利用できるよう、子

育て家庭の個々のニーズにあった必要な支援として相談や助言を行いました。 

  
 

 

【事業成果】 

相談・助言件数 

 

 相談内容 

相談場所 

幼稚園・保育

所・こども園

に関すること 

発達 育児・しつけ その他 計 

子育て支援センター 

“ぽっぽえん” 
76 14 57 37 184 

子育て支援・世代間 

交流センター“UP っぷ” 
44 28 36 35 143 

合計 120 42 93 72 327 

 

<利用者支援相談コーナー> 
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◆子育て情報提供事業 50 万円 

指標 配信件数 ○計 420 件 ○実 424 件 こども政策部 子育て支援グループ 

 
【事業概要】 

  市内の子育てに関する情報（イベント、講

座、支援情報、予防接種など）をスマートフ

ォンやタブレット等でみることができ、か

つ、子どもの年齢に応じた情報のプッシュ通

知が可能なアプリケーションです。配信する

ことにより、子育て家庭への支援の充実を図

りました。 

 

【事業成果】 

（単位：件） 

 ダウンロード数 

平成 29 年度 843 

平成 30 年度 542 

令和元年度  424 

合計 1,809 

※平成 29 年 12 月より配信開始 
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  ◆英語教育実施事業 28 万円 

指標 英語教育実施回数 ○計 200 回 ○実 139 回 こども政策部 保育・教育グループ 

 
【事業概要】 

  幼児期から遊びを通して英語に親しみ、スム

ーズに小学校へつなげていくため、市立幼稚園・

こども園の５歳児を対象に、市内で活躍されて

いる方を講師に招き、英語教育を実施しました。 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

（単位：回） 

施設名 東幼稚園 半田幼稚園 東野幼稚園 こども園 計 

実施回数 23 30 30 56 139 

 

  

  

           

 

重点 



第 4 章 ともに学び 世代をつないで 人を育むまち  

第１節 子育てにやさしい環境づくり 

56 

  ◆市立幼稚園等３歳児保育事業 147 万円 

指標 ３歳児保育就園児数 ○計 100 人 ○実 83 人 こども政策部 保育・教育グループ 

 
【事業概要】 

 市立幼稚園・こども園では、平成 29 年度から

３歳児保育を開始し、「豊かな感性と創造性にあふ

れる子、自分で考える子、友達を大切にする子、

基本的生活習慣を身につけ、活動的に遊ぶ子」を

育てるため、保育内容を創意工夫し、魅力ある園

づくりに日々取り組んでいます。 

  

 

 

 

【事業成果】 

◆ ３歳児保育就園児数 

（単位：人） 

施設名 東幼稚園 半田幼稚園 東野幼稚園 こども園 計 

園児数 38 12  22 11 83 
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3 ◆市立幼稚園等子育て支援事業 1,266 万円 

指標 延べ利用児童総数 ○計 8,000 人 ○実 6,602 人 こども政策部 保育・教育グループ 

 
【事業概要】 

市立幼稚園・こども園の１号認定の子どもを対象に、

通常保育終了後から午後５時まで預かり保育を実施し

ました。 

また、短縮保育期間中や長期休業期間中においても

預かり保育を実施することで、保護者の就労を支援し、

子育て支援を充実させました。 

 

 

 

 

【事業成果】 

 

施設名 実施日数（日） 利用児童数（人） 

こども園 214 871 

東幼稚園 231 2,209 

半田幼稚園 244 2,227 

東野幼稚園 233 1,295 

計 ― 6,602 
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  ◆民間保育園等延長保育事業 873 万円 

指標 2 時間延長保育実施保育園等総数 ○計 4 園 ○実 ４園 こども政策部 保育・教育グループ 

 

【事業概要】 

民間保育園等における延長保育の充実

を図るため、全ての保育園・認定こども園

等で 1 時間の延長保育を、うち４園では

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） 

延長保 

育時間 
年度 

大野台

こども園 

池尻 

保育園 

つぼみ 

こども園 

きらり 

保育園 

ルンビニ

保育園 

花梨つばさ 

保育園 

山本 

こども園 

池尻なな 

保育園 

大谷さやま 

こども園 

サニー

サイド 

延 べ 

児童数 

2 時間 
R1 0 241 － 113 45 － － － － － 399 

H30 0 107 － 260 136 － － － － － 503 

1 時間 
R1 1,269 2,013 618 1,633 1,135 2,010 169 317 464 9 9,637 

H30 849 1,889 29 1,890 1,757 1,711 293 194 － 11 8,623 
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  ◆幼児教育・保育の無償化事業 1,383 万円 

 こども政策部 保育・教育グループ 

 
【事業概要】 

  幼児教育・保育の無償化に伴い、制度内容等に

ついて保護者や施設に周知するとともに、新たに

創設された給付事務等を円滑に行うための準備

を行い、令和元年 10 月から、保育料等の無償化

を実施しました。 

 

 

【事業成果】 

 ◆教育・保育認定無償化対象者数                 （令和２年３月１日現在） 

施設別 0 歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

保育所 5 人 13 人 10 人 121 人 120 人 128 人 397 人 

幼稚園    71 人 66 人 70 人 207 人 

認定こども園 8 人 14 人 25 人 238 人 229 人 188 人 702 人 

その他 １人 1 人 ０人    2 人 

合計 14 人 28 人 35 人 430 人 415 人 386 人 1,308 人 

 

◆施設等利用給付認定者数                    （令和２年３月末現在） 

区分 0 歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号   47 人 86 人 106 人 81 人 320 人 

２号    68 人 49 人 77 人 194 人 

３号 ０人 ０人 ０人    ０人 

合計 ０人 ０人 47 人 154 人 155 人 158 人 514 人 

※１号 幼稚園（新制度移行園を除く）を利用する満３歳以上の子ども 

２号 保育を必要とする事由に該当する３歳児クラスから５歳児クラスまでの子ども 

３号 保育を必要とする事由に該当する市民税非課税世帯の０歳児クラスから２歳児クラスま

での子ども 
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  ◆学校施設大規模改造事業 3 億 2,123 万円 

指標 完了校 ○計 1 校 ○実 1 校 教育部 教育総務グループ 

 

【事業概要】 

建築後 25 年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいた第七小学校管理棟他の大規模改造工事

を行いました。 

 

【事業成果】 

◆大規模改造工事を行った学校 

第七小学校 

 

 

  第七小学校 管理棟 

 

 

第七小学校 理科教室 
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  ◆教育コンピュータネットワークシステム更新事業 2,27１万円 

指標 完了校 ○計 10 校 ○実 10 校 教育部 教育総務グループ 

 

【事業概要】 

 プログラミング教育の必修化等を踏まえ、各校のパソコンルームに設置しているパソコンを、 

タブレット型パソコンに更新しました。 

 

【事業成果】 

◆パソコンルームのパソコンを更新した学校 

  東小学校、西小学校、南第一小学校、南第二小学校、南第三小学校、北小学校、第七小学校 

  狭山中学校、南中学校、第三中学校 

  

 

      

東小学校 パソコンルーム 

重点 
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  ◆小学校特別教室空調機設置事業 7,484 万円 

指標 完了校 ○計 5 校 ○実 5 校 教育部 教育総務グループ 

 

【事業概要】 

西、南第一、南第二、南第三、北小学校の特別教室に空調機設置工事を行いました。 

 

【事業成果】 

◆空調機設置工事を行った学校 

西小学校、南第一小学校、南第二小学校、南第三小学校、北小学校 

 

 

              南第一小学校 理科室 空調機 

 

         

              南第一小学校 図工室 空調機 
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  ◆支援教育事業 4,657 万円 

指標 発達検査研修会実施回数 ○計 ２回 ○実 ２回 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

障がいのある児童生徒が、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

支援員や特別学びの支援員（看護師）を配置するなど、支援教育の充実を図りました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

令和元年度は 20 人の「学びの支援員」と６人の「特別学びの支援員」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

的な支援を行いました。 

 

◆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ています。「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」

の作成を進め、一貫した相談・支援体制の整備に努めました。 

 

◆支援教育についての研究 

  各学校での取組み状況を紹介し合うとともに、教員の専門性を高めるため、大学から専門家を

招いて、定期的に研究会を開催しました。その中で、障がいの種別に応じた指導のあり方につい

て各校の具体的な事例に基づいて情報交換し、日々の活動に生かしました。 

今後も専門性の高い医師や学識経験者を交えた研修を実施し、効果的な指導のあり方について

研究を推進します。 
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  ◆読書ｅプラン推進事業 938 万円 

指標 読書ｅプランコンクール参加率 ○計 50% ○実 64.3% 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

子どもが読書に親しむ環境の充実を図るために、小中学校全校に学校図書館司書を常駐配置し

ました。また、各学校では学校図書館市民ボランティアの方々にも来ていただき、市民協働で読

書活動を推進しています。各学校において蔵書点検を実施し、作成した蔵書のデジタルデータベ

ースを活用して図書の貸し出し・返却業務の効率化に取り組むとともに、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、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。また、子ども

たちが自分のお勧め本を一冊持ち寄り、参加者に紹介をする「ビブリオバトル（知的書評合戦）」

を取入れている学校も増え、読書活動の充実を図り興味関心を高めることができました。 

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

き続き取り組んでいます。 

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 129 万円 

指標 延べ派遣回数 ○計 715 回 ○実 644 回 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

小学校の児童に対して、自学自習力の育成と学力の向上をねらいとして、放課後に継続的に学

習支援を行いました。     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

小学校に学習支援チューター28 人を延べ 644 回派遣し、放課後等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、宿題や教育委員会が作成した

「自ら学ぶノート」などを活用し、個々の課題に集中して取り組んでいました。また、少人数で

の学習なので質問がしやすく、すぐに課題が理解できているかどうか確認をしてもらえるため、

意欲的に取り組むことができました。 

  本事業を通した学習支援によって、子どもたちの学習意欲の向上や自学自習力の育成を効果的

に進めることができました。 

今後も子どもたちの学力を向上させるため、各学校における事業の推進を図るとともに、家

庭・地域と連携した取組みをさらに進めます。 
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  ◆キャリア教育推進事業 22 万円 

指標 実践報告学校数 ○計 3 校 ○実 3 校 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

 子どもたちの職業意識の向上と自尊感情の育成を図るために、身近な題材から将来の夢の実現

へとつながるような、保幼こ小中の連携によるキャリア教育プログラムを、中学校区ごとに作成

しました。また、市内の教職員全体研修を実施し、教職員の資質向上を図りました。 

 

【事業成果】 

◆キャリア教育実践報告会 

市内全保育園・幼稚園・こども園・小中学校の教職員を対象とした実践報告会を実施しました。 

令和元年度は、第三中学校区のキャリア教育実践について、保育園・幼稚園・こども園・小中

学校それぞれの取組みをプレゼンテーションにより報告しました。保育園・幼稚園・こども園か

ら中学校卒業までを見通し、各学校園における独自性を尊重しつつも発達段階に応じたキャリア

教育の取組みについて研修し、教職員の資質向上につなげることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育担当者連絡協議会の実施 

令和２年度より小・中学校で作成するキャリアパスポートについて、担当者連絡協議会を開催

し、活用するワークシートの作成を行いました。また、中学校区ごとにキャリア教育年間指導計

画を市内統一様式で作成しました。各校において、キャリア教育を進める際の中心となる取組み

を設定し、取組みの前後で子どもたちがどのように変容したのかを見取れるように計画を立てま

した。 
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  ◆家庭学習バックアップ事業 139 万円 

指標 1 回あたりの参加人数 ○計 20 人 ○実 10 人 教育部 学校教育グループ 

 
【事業概要】 

  中学生（主に 3 年生）を対象とした「はなまる学習室」を開設し、家庭学習支援を行うもので

す。長期休業中と 9 月から 12 月までの土曜日を活用して実施しました。 

 

【事業成果】 

  市内３か所で学習室を開設しました。参加した中学生は、家庭学習パートナーの支援を受け、

日々の宿題や授業の復習、テスト対策の学習など、熱心に取り組むことができました。その結果、

自らの進路選択の幅を広げることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点 

はなまる学習室の様子 
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  ◆家庭教育支援事業 88 万円 

指標 市内の年間全欠児童生徒数 ○計 2 人 ○実 1 人         教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

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た、学生ボランティアや学校教職員な

どで構成する家庭教育支援チームを設置し、小中学校や地域との連携を深めながら、個々の家庭

の状況に応じた適切な支援活動を実施しました。 

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、必要な場合は教育委員会や

専門家・関係機関等の指導助言を受けながら、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した。 

 

【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、２人の家庭教育サポーターリーダーと２人の家庭教育

サポーターが継続的に個別訪問を 120 回実施し、課題解決にあたりました。 

  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、学校生活でのさま

ざまな話を聞くことを通して信頼関係を築きながら、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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  ◆学校まるごとパック事業 40 万円 

指標 全校授業公開の学校数 ○計 4 校 ○実 4 校 教育部 学校教育グループ 

 
【事業概要】 

  「めざす子ども像」の実現に向けて一丸となって取り組む教職員の姿と、学び育つ子どもたち

の姿を、市内教職員や地域の方々に「まるごと」公開する事業です。 

  校園種を越えた健やかな子どもの育成を進めるために“学びの連続性”の視点を中学校区の学

校園が共有し合い、教育活動の有機的なつながりを強め、中学校区の「教育力」向上をめざしま

す。 

 

【事業成果】 

  狭山中学校、南第三小学校、第三中学校の 3 校が、事業として公開を実施しました。また、南

中学校も、自主的に公開を実施しました。狭山中学校では、大阪府のスクールエンパワーメント

推進事業の公開授業を兼ねて実施し、他市町村の教職員や指導主事も参加し、活気のある公開授

業となりました。 

  参加した他校の教職員が、発表校の研究・実践内容を学ぶことができました。互いに切磋琢磨

することで、各校園の「学校園力」を高めることにつながりました。 

 

 

実践報告の様子 

重点 

公開授業の様子 
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  ◆学校評価・支援事業 45 万円 

指標 年間総実施学校数 ○計 ４校 ○実 ４校 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

学識経験者・元校長からなる学校づくりアドバイザーが継続して学校（４校）を訪問して重点

的な取組みを中心に具体的なアドバイスを行い、学校力の向上を図りました。 

                            

【事業成果】 

◆事前授業での検討会や研究授業後の研究会 

  実践研究を進める教職員と学校づくり応援チームとが、より良い「学校づくり」をめざして日々

の学校教育活動を子どもたちの視点から振り返り、課題や取組内容について協議しました。 

学校づくり応援チーム（学識経験者・校長経験者・教育委員会担当者）は、具体的な提案・助

言・研修等を通じてアドバイスを行い、学校運営の改善と発展のために具体的に助言することが

できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＩＣＴの効果的な活用研修会 

大学からＩＣＴ活用の専門家をお招きし、ＩＣＴの効果的な活用について研究を続けています。

令和元年度は、特にプログラミング教育に係る公開授業を実施し、授業の質を高めるための研修

を実施しました。 

また、タブレット端末の基本操作を中心にさまざまなアプリケーションを活用した授業づくり

について校内研修を行い、子どもにとって分かりやすい授業づくりを進めています。 
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  ◆生徒指導支援事業 1,092 万円 

指標 体制整備率 ○計 100％ ○実 100％ 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

  子ども・保護者・教員の相談対応やいじめ問題発生時に、学校に出かけてサポートする「生徒

指導サポーター」を配置しました。 

  児童生徒の悩みに対して、発達・心理の専門的な立場からアドバイスを行うスクールカウンセ

ラーや、福祉の専門的な立場から関係機関との連携を図るスクールソーシャルワーカーを中学校

区単位で配置しました。 

  各学期に１回、大学教授・弁護士・医師等の参加による、いじめ問題対策委員会を実施しまし

た。 

 各校の通級指導教室とも連携し、個別指導をサポートしました。 

 

【事業成果】 

◆スクールソーシャルワーカー（SSW）連続講座の開催 

  市内各小中学校で、SSW をより効果的に活用ができるよう、教職員を対象に年６回の講座を

開催しました。講座内容については、昨年度の参加者のアンケート結果をもとに、「ケース会議の

実施について」「不登校児童生徒への対応について」「虐待事案への対応について」、各２回の講座

について、具体的な事案を踏まえて実施しました。各校から管理職・生徒指導担当・養護教諭と

様々な立場の教員が参加し、自校における生徒指導体制の充実につなげることができました。 

 

    

SSW 連続講座①   SSW 連続講座②    SSW 連続講座③   SSW 連続講座④ 

 

◆スクールカウンセラー（SC）・スクールソーシャルワーカー（SSW）合同連絡会の開催 

  市内各小中学校の生徒指導担当教員、大阪狭山市配置ＳＣ・ＳＳＷによる合同連絡会を開催し

ました。各校区別で、現在取り組んでいることや校区としての課題等を意見交換しながら、ＳＣ・

ＳＳＷとの連携強化を図りました。 

 

      

  SC・SSW 合同連絡会①         SC・SSW 合同連絡会② 
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 ◆体力向上推進事業 60 万円 

指標 体力づくりの平均時間 ○計 335 分 ○実 364 分 教育部 学校教育グループ 

 

【事業概要】 

 児童生徒の体力・運動能力の向上をめざして、小学校体育と中学校体育の剣道の授業に体育指

導支援員および剣道指導支援員を配置し、体育指導の充実を図りました。 

 

【事業成果】 

◆体育指導員 

  計 172 回の授業支援をしていただきました。児童生徒に対して、丁寧で安全な対応を心掛け、

授業者の支援を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆剣道指導員 

  ３人の指導員に、全中学校に対して計 16 回の授業支援をしていただきました。技術面の指導

だけではなく、「礼にはじまり、礼におわる」等、人格形成に必要なことについても学習できま

した。 

 

 

重点 
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  ◆安全・安心な学校給食推進事業 1 億 8,962 万円 

教育部 学校給食グループ 

【事業概要】 

 児童生徒の心身の健全な発達を目的に、市内小学校 7 校、中学校３校に給食を提供し、学校給

食の充実と学校における食育の推進を図りました。また、新型コロナウイルス感染症に係る臨時

休業に伴い、3 月 3 日から給食を停止しました。 

 

【事業成果】 

◆ 給食実施回数 

・ 小学校 169 回／年１人 

・ 中学校 157 回／年１人 

１日平均 5,130 食を配食（給食実施日数 174 日） 

◆ 食物アレルギー対応 

・ 食物アレルギーのある児童生徒に対して、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（ケーキなど）は、代替としてゼリーを提供

しました。                 

・ 除去食回数 26 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。（実施回数 113 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 2８回の腸内細菌培養検査、年 5 回のノ

ロウイルス検査や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 

・ 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 

・ 毎月の献立表に記載し、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 

・ 大阪狭山市で収穫されたキャベツを使用し、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 628 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】 

子どもたちが、放課後に安全で安心して過ごせる居場所づくりとして、こども広場（自由遊

び）・文化・スポーツ・学習支援など様々な分野の場を提供する「さやま元気っこ推進事業」を

実施しました。 

 

【事業成果】 

小学校名 曜日 プログラム名 実施回数 
延べ参加 

児童数（人） 

延べ参加 

スタッフ（人） 

東小学校 

月曜日 テニス 19 476 106 

水曜日 こども広場 24 848 145 

金曜日 バドミントン 25 535 197 

西小学校 

月曜日 日本舞踊 27 182 84 

水曜日 達磨拳 24 503 92 

木曜日 こども広場 24 991 210 

南第一小学校 
月曜日 茶道 20 216 47 

水曜日 こども広場 19 316 67 

南第二小学校 

月曜日 合唱 26 355 78 

水曜日 空手 26 468 87 

金曜日 こども広場 23 987 159 

南第三小学校 

月曜日 バスケットボール 22 340 59 

水曜日 こども広場 28 1,005 141 

金曜日 日本舞踊 27 352 105 

北小学校 
水曜日 こども広場 21 743 82 

金曜日 英会話 21 387 41 

第七小学校 
水曜日 こども広場 25 750 147 

金曜日 テニス 22 217 68 

 

【夏のクラフト教室の様子】 

 

 

 

重点 
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  ◆スポーツ施設整備事業 1,134 万円 

指標 年間スポーツ施設利用者総数 

        ○計 289,000 人 ○実 268,766 人 
教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

 

【事業概要】 

スポーツ施設の利用者が、安心・安全に利用できる施設をめざし、施設整備を実施しました。 

 

【事業成果】 

 ◆各スポーツ施設について、破損している箇所などを修繕しました。 

 ◆総合体育館のメインアリーナ床面の老朽化対策として、改修工事を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設別利用状況 

 

施設 
延べ利用者数 

Ｒ１年度 H30 年度 

総合体育館 89,311 97,609 

池尻体育館 24,307 27,747 

大野テニスコート 9,830 11,097 

山本テニスコート 17,494 17,416 

ふれあいの里スポーツ広場 8,005 9,039 

野球場 23,407 21,991 

市民総合グラウンド 47,335 38,390 

南青少年運動広場 15,531 14,672 

第三青少年運動広場 10,927 12,469 

ふれあいスポーツ広場 19,914 22,302 

プール 2,705 2,679 

合計 268,766 275,411 

重点 

（総合体育館アリーナ床改修工事） 
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◆狭山中学校区まちづくり円卓会議さやりんピック事業 89 万円 

指標 さやりんピック事業参加者総数 

 ○計 1,800 人 ○実 2,885 人 

教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

 
【事業概要】 

  狭山中学校区の地域住民が一堂に会し、スポーツを通じて健康、福祉、環境、防犯、防災など

の要素を取り入れた競技やレクリエーション、ゲームなどを楽しみながら、子どもから高齢者ま

で、世代間・中学校区内の地域間の親睦・交流を図り、地域住民のコミュニティづくりを進めま

した。 

 

【事業成果】 

  令和元年 11 月 24 日（日）さやか公園で、さやりんピックを開催しました。 

  メイン会場での運動会では、防犯・防災等の要素を取り入れた競技を行い、市民交流広場では、

団体 PR や模擬店などを開催し市民が気楽に参加できるイベントを実施しました。 

  また、狭山池の桜を見に来られた方も、子どもたちの楽しそうな笑い声や会場の楽しい雰囲気

に誘われ、さらに多くの来場者とともに、近年では最多来場者数を記録することができました。 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

重点 
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◆ドリームフェスティバル事業 2 万円 

指標 ドリームフェスティバル参加者総数 

○計 2,000 人○実 2,366 人 

教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

 
【事業概要】 

  プロ野球公式戦を身近で観戦し体験することにより、スポーツに対する意識の高揚とともに、

行政をはじめ、各種団体が支援・協力し、地域の活性化を図りました。また、たくさんの子ども

たちが、プロスポーツ選手とふれあえる場を設けることにより、スポーツを通じて、夢を広げる

機会を提供でき、子どもたちのたくさんの笑顔を見ることができました。 

さらに、本事業は富田林市と近隣５市町村（大阪狭山市・河内長野市・太子町・河南町・千早

赤阪村）との広域連携を展開することにより、南河内地域の相互理解と意識啓発、経済効果、市

町村民サービスの向上などの社会的効果が期待できることから実施されています。 

 

【事業成果】 

令和元年７月 20 日（土）、21 日（日）、総合スポーツ公園野球場（富田林バファローズスタ

ジアム）で開催し、たくさんの家族や子どもたちが来場されました。プロ野球選手と一緒にキャ

ッチボール体験や、スタメンの選手と一緒にポジションにつけるといった多くのイベントが盛り

込まれており、７月の猛暑の中、バファローズスタジアムは、多くの観戦者で熱気に包まれてい

ました。 

 

 

重点 
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  ◆社会教育センター施設整備事業 374 万円 

 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ 

 

【事業概要】 

市民が安全に安心して利用できる施設をめざし、計画的に施設の改修、整備を行います。 

令和元年度については老朽化が進み、雨漏りが生じている屋上防水工事を実施しました。 

 

 

【事業成果】 

社会教育センター屋上 

 

 

重点 
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◆文化会館活性化事業 287 万円 

指標 年間総補助事業数 ○計 8 件 ○実 13 件 市民生活部 市民協働推進グループ 

 

【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。 

・文化会館活性化事業補助金  2,873,148 円 

 

 

【事業成果】 

 ◆SAYAKA ホール活性化事業費補助金事業  1,570,000 円（うち市補助金 1,570,000 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、13 団体 13 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 大人のピアノ研究会 第 4 回 60 歳からの音楽祭 35,000 円 

2 小川 幸紅 アート かたち いろいろ展 パート 9 94,000 円 

3 大阪狭山美術協会 第 27 回大阪狭山美術展 300,000 円 

4 未生流中山文甫会 狭山研究会 未生流中山文甫会 華 心の架橋 150,000 円 

5 音楽愛好家協会「こんごう」 ０歳児ＯＫコンサート 164,000 円 

6 大阪狭山市茶華道協会 水無月華展と茶会 48,000 円 

7 ラ・ノビア 
シャンソン教室ラ・ノビア 10 周年記
念発表会 

60,000 円 

8 大阪狭山水彩画連盟 第 8 回大阪狭山水彩画連盟展 40,000 円 

9 邦楽ふれあいコンサート実行委員会 
邦楽ふれあいコンサート 
令和初「糸竹＆万葉集」で綴るしらべ 

180,000 円 

10 さやまカラオケ愛好者連盟 2019 市民懇親カラオケ大会 60,000 円 

11 邦楽・邦舞鑑賞会 「秋を恋ふ彩りの響と舞」 200,000 円 

12 
みんなでピースコンサート実行委員
会 

みんなでピースコンサート 2019 39,000 円 

13 大阪狭山市吹奏楽(管弦打)連盟 第 28 回 ハートフルコンサート 200,000 円 

 計 1,570,000 円 

 
 ◆地域情報誌作成事業  1,303,148 円（うち市補助金 1,303,148 円） 

  地域情報誌「AGUA」の企画、編集、発行 

   AGUA Vol.16（１1 月） 5,000 部発行 

   AGUA Vol.17（3 月）  5,000 部発行 

  

 

 

 

 

 

重点 
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  ◆郷土資料館展示事業 174 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】 

狭山藩中興の祖である５代藩主北条氏朝の生誕 350 年を記念して、狭山藩北条氏を紹介した

特別展「さやまのお殿さま―藩主北条氏の足跡―」を令和元年 12 月 7 日から令和 2 年１月 19

日まで開催しました。 

 

 

【事業成果】 

狭山藩北条氏は、初代氏盛から最後の藩主氏恭まで 12 人のお殿さまが藩主を務めました。狭

山藩中興の祖である５代藩主北条氏朝の生誕 350 年を記念して開催した本展示では、「さやまの

お殿さま」をテーマに、市域に残された北条氏に関する歴史文化遺産を中心に展示し、狭山藩北

条氏の歴史を紹介しました。期間を通して、8916 人の方が来場されました。また、期間中に実

施した 3 回の講演会には計 353 人が参加し、本市を代表する歴史文化である「狭山藩による武

家文化」について考える機会となりました。 

 

 

 

  

 

重点 

「さやまのお殿さま―藩主北条氏の足跡―」のチラシ 

展示の様子 

講演会の様子 
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  ◆狭山池の魅力発見活用事業 307 万円 

指標 シンポジウム開催回数 ○計 １回 ○実 １回 教育部 歴史文化グループ 

 
【事業概要】 

 平成 27 年３月 10 日に国史跡に指定された、本市のシンボル狭山池の歴史的・文化的価値に

ついて専門的・学術的な調査・研究を進めるため、大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会を開催

しました。また、狭山池の歴史的価値を市内外に発信することを目的に、毎年狭山池シンポジウ

ムを開催しています。 

 

【事業成果】 

本年度は、狭山池総合学術調査委員会を２回開催し、史跡狭山池の関連文化財についての検討

と、史跡狭山池での現状変更の報告を行いました。 

 また、１０回目を迎える狭山池シンポジウムは、「再発見！ 狭山池からのめぐみ」と題して、

令和元年 11 月 1６日に開催しました。パネリストに市川秀之氏、小山田宏一氏をお招きし、狭

山池をはじめとしたため池の活用についての事例を紹介していただき、もう一度原点に戻り、狭

山池の歴史と狭山池が果たしてきた役割と、今後の狭山池の保存と活用について考えました。パ

ネルディスカッションでは、市川氏・小山田氏に加え、工楽善通氏をパネリストに、澤田正昭氏

をコーディネーターとして、活発にご議論いただきました。今回のシンポジウムでは、101 人の

参加があり、狭山池の持つ魅力を再発見する機会となりました。 

 

 

   
 

             

 

 

第 10 回狭山池シンポジウムの様子

第 17 回大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会の様子 

重点 
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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 6 件 市民生活部 市民協働推進グループ 

 

【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 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。 

 

 
【事業成果】 

大阪狭山市都市間市民交流協会事業（令和元年度の主な事業） 

平成 31 年 4 月 27 日・28 日 狭山池まつり 2019 参加 

令和元年 6 月 1 日 日高川町寒川ワンダフルナイト参加 28 人参加 

令和元年８月５日～14 日 オンタリオ市からの訪問受入 

令和元年 11 月 17 日 日高川町フォレスト祭参加 36 人参加 

令和２年 3 月 13 日～26 日 
オンタリオ市派遣学生事業 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

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 146 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す。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応えること

ができるように、相談員を配置して相談に応じました。 

 

【事業成果】 

専任の相談員を配置して週４回（月～木曜日）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４５件の相談に

対応しました。 

また、9 月に３日間、12 月に 6 日間、夜間の相談日を

設け、奨学金の活用や進学について、総計１６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 90 万円 

      教育部 学校教育グループ 

【事業概要】 

生徒数の減少に伴って教職員の人数も少なくなっている中、部活動のよりよい運営をめざし、

子どもたちの期待に応えられるように、地域人材を継続的に活用しました。部活動の指導には専

門的な知識や技術等も必要であることから、経験豊かな人材の活用は大変効果的であると考えて

います。 

    

 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

◆継続的に指導いただいている方も増え、生徒もなじんできました。またクラブ活動担当者は、

クラブ運営のアドバイスを受け、充実した支援をしていただきました。 

◆生徒の多様な希望に応えるため、専門的な知識や技能等を持った卒業生や地域の方２１人に、

市内の 3 中学校で、延べ 408 回にわたって指導していただきました。 



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 
 

84 

◆学校教育自立支援通訳事業 43 万円 

 教育部 学校教育グループ 

【事業概要】 

外国からの転入などにより、日本語の理解が十分でない児童生徒に、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。また、自分の思いを

安心して表現できるよう、母語で会話できる環境づくりに配慮しました。 

 

【事業成果】 

◆小学校２校で 61 回活用し、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

つきました。 

 

 

 

◆中学校部活動指導員配置事業 55 万円 

指標 在校等時間 360 時間以上 ○計 65％ ○実 58％      教育部 学校教育グループ 

【事業概要】 

大阪狭山市立中学校において、部活動指導員を配置することにより、部活動の指導体制の充実

及び教職員の負担軽減を図ります。また、適切な練習時間や休養日の設定など部活動の適正化を

進めます。 

     

 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

◆生徒や教職員の多様な希望に応えるため、専門的な知識や技能等を持った元教員や地域の方４

人に、市内の 3 中学校で、延べ 336 時間にわたって指導していただきました。 

◆部活動担当教員は、部活動指導員が指導している間、授業準備や家庭連絡を行うことができ、

生徒と向き合う時間が増加しました。 
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◆学校給食センター備品購入事業 348 万円 

 教育部 学校給食グループ 

【事業概要】 

 学校給食の衛生管理を充実するために、備品を新しいものに順次交換し、清潔な給食環境づく

りに努めました。 

 

【事業成果】 

学校給食センターから配送し回収するコンテナーワゴン 8 台と、教室内で配膳時に使用する配

膳台 20 台を新しくしたことにより、児童生徒に対し安全安心な学校給食を提供することができ

ました。 

  

        コンテナーワゴン                 配膳台 
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◆文化会館施設改修事業 3,641 万円 

指標 文化会館施設利用率 ○計 77.3％ ○実 74.6％ 市民生活部 市民協働推進グループ 

 
【事業概要】 

文化会館の老朽化した設備の維持管理のため、順次、改修工事を行いました。 

 

 

【事業成果】 

 

◆文化会館シャッター取替工事・・・・・・・・・・・・・・・・26,070,000 円 

 

◆文化会館自動ドア改修工事・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,448,400 円 

 

◆文化会館非常用放送設備更新工事・・・・・・・・・・・・・・ 3,967,920 円 

 

◆文化会館空調設備修繕工事・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,925,000 円 

 

 

自動ドア改修工事 シャッター取替工事 

非常用放送設備更新工事 空調設備修繕工事 



 

 


