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島本町教育委員会の点検・評価について 
 

１ 趣旨 

 効果的な教育行政を推進し、住民への説明責任を果たすため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条第１項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況について、点検及び評価を行うもの。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第２６条 

（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２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務 (中略) の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公

表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 

 

２ 点検・評価の方法 

⑴ 基本的事項 

前年度の「島本町教育・保育重点目標」に対する進捗状況を点検・評価する。 

 

⑵ 点検・評価項目について 

  教育・保育重点目標における【目標項目】を、「点検・評価項目」として設定し、項目ごと

に「点検・評価シート」を作成する。 

  評価を行うに当たっては、各【目標項目】における【重点課題】の項目ごとに、前年度の取

組状況を点検の上、「点検・評価項目」全体における総合評価を行う。 

 

⑶ 学識経験者の知見活用 

  点検・評価の実施に当たっては、「点検・評価協力者」として学校教育関係、生涯学習関係

の学識経験者各１人から助言を受けた。  

 

●学校教育関係協力者 
ふりがな みむら  かんいち 

氏  名 三 村 寛 一 

所属・職名 
大阪成蹊大学  

図書館長・大学院教育学研究科長   

 

 

●生涯学習関係協力者 
ふりがな いわさき  れい 

氏  名 岩 崎 れ い 

所属・職名 
京都ノートルダム女子大学 

国際言語文化学部 国際日本文化学科 教授 
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３ 学識経験者からの意見（報告書全体に係る主なもの） 

○ 保幼小中一貫教育は校種間の段差をなくすことにより、児童・生徒の不安感軽減と

なり、不登校児童・生徒の支援につながることから、取組を継続すること。 

○ 挨拶運動や清掃活動は、生きる力の育成にも役立ち、道徳教育にもつながることか

ら意義を考え取り組むこと。 

○ 学習評価については、絶対評価を用い、どのような力がついたのかを示す必要があ

る。また不登校児童・生徒や支援が必要な児童・生徒については、個に応じて必要な

学力を育む必要がある。 

○  授業内容については児童・生徒が自ら課題を発見し、自ら考える授業を行い、主体

的に課題に取り組める内容にすること。 

○ 英語教育は生きた英語力を育成するために、４技能の能力を伸ばす必要がある。特

に幼児期に英語に触れることにより、英語に対して興味関心を持たせること、及び日

常生活の中でいかに英語を活用するかが重要である。 

○  豊かな人間性の育成には道徳教育や人権教育、生徒指導等に取り組み、さまざまな

課題に対応するためにも、教職員の研修を継続的に行う必要がある。 

○ 日常生活の中で、体力づくりを意識した運動・動作を取り入れ、運動量を上げる必

要がある。それぞれが自分の体の事を理解し、よく知ることが重要である。 

○ 校長のリーダーシップのもと、目標を明示し、教職員が目標に向かい協力して取り

組む校内体制を作ることが重要である。 

〇 災害や犯罪に対する備えは必要であり、毎年マニュアル等の見直しを行うこと。ま

た犯罪等に巻き込まれない教育を行い、地域・家庭と一体となり災害や犯罪に強い地

域を作ることが大切である。 

〇 教職員の資質向上や服務については、情報共有を図り、管理職やミドルリーダーが

問題事象について早期発見、早期対応ができるように学校全体で組織的に取り組むこ

と。 

〇 安全の視点をもって学校の環境整備を行い、日常の点検を行うこと。また定期的に

安全チェックを行い、総合的な安全確認を行うこと。きれいな学校が安全な学校につ

ながるので、日々の整理整頓や清掃等が大切である。 

○ 朝読書はただ各自に本を読ませるだけでは読書習慣につながらない。また、限られ

た時間で行われるが、十分に読む力がない児童・生徒にとっては長く感じてしまい、

読書に対して楽しいものという感情を抱きにくくなる。自分自身で読むことも重要だ

が、先生などが読み聞かせをするほうが効果的な場合もある。 

○ 図書館については、来館者数や貸出数で評価しがちだが、例えば、そもそも読書を

しない人がどれくらいいるのか、図書館に来て読書はするものの貸出は行わない人が

どれくらいいるのか、といった数値に表れないもの、目に見えないものを把握するこ

とも必要である。 

○ 事業を実施した場合、参加者の意見を聞く手段としてアンケートを行うことが多い。

しかし、積極的に記載しているものは少数であることが多く、そのため、その少数の

意見が全体の意見になりかねない。誰もが回答しやすくなるよう、調査方法に工夫が

必要であり、今後、図書館評価の指標の活用も検討すべきである。 

○ 青少年健全育成について、行政が関わる事業は小学生までに対しては問題ないが、

中学生になれば趣味や興味の対象が広がり、参加しなくなる傾向が強い。中学生以上

を対象にするのであれば、将来に向けて考えることができるよう、例えば就労へのビ

ジョンが見えるような取組や大学等との連携事業等を検討すべきである。 

○ イベントに来ない子どもの把握が必要ではないか。イベントに来る子どもは、教育

力のある家庭が多い。来たくても来ることができない子どもや、何かに興味を持つき

っかけがなかった子どもも多いのではないか。そういった子どもへアプローチするの

が行政の役割である。 
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４ 点検・評価結果 

別紙「点検・評価シート」のとおり。 

 

５ 点検・評価に関する今後の取組 

今回の点検・評価結果及び学識経験者からの意見を踏まえ、今後、教育委員会として次のとお

り取り組んでいく。 

○ 今後も継続して、総合教育会議において、課題となっている諸施策を中心に町長と積極的

に意見交換及び協議を行う。 

○ 点検・評価結果を分析し、今後の教育・保育重点目標及び諸施策に反映させるとともに、

継続して課題となっている事業等については、早期に課題解決できるよう、従来の方法だけ

でなく、新しい方法を検討し、迅速かつ計画的に取組を推進する。 

○ 町の教育を取り巻く諸課題について、教育委員会の附属機関や関係団体、町の関係機関等

と連携を密にしながら、解決に取り組む。 
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点検・評価シート
 

Ⅰ 知・徳・体の調和と生きる力の育成 
 

【１】小中一貫教育の推進及び保幼小連携の推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 就学前及び義務教育を通じて育てる「島本の目指す子ども像」の共有・具現に努め

る。 

⑵ 幼稚園・保育所及び異なる校種間等での子どもの交流機会をより充実する。 

⑶ 小中学校においては、相互の授業参観及び合同研究授業・全体研修会等を通して、授

業改善に努め、両校種の教職員が協力して、小中一貫教育の推進に係る指導方法の工夫

・改善を図る。 

⑷ 保幼小においては、幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえ、保幼と小

との円滑な接続が進むようスタートカリキュラムの実施に努める。また、保幼小連携に

ついては、合同研修会や保幼小交流活動等を実施し、引き続き教育課程、保育課程の相

互理解に努める。 

[本年度の指示事項] 

⑴  全町的な学校・幼稚園・保育所間連携の推進に当たっては、各種協議会（「島本町小中一貫教

育推進協議会」、「島本町保幼小連携推進協議会」、「子育て支援相談機関連絡会」等）を中心

に組織的な展開に努めること。 

また、学校の立地を生かした施設併設型の一貫教育（第二中学校ブロック：二小・二中）や連

携型一貫教育（第一中学校ブロック：一幼・一小・三小・四小・一中）において、府のスクール

エンパワーメント推進事業（確かな学びを育くむ学校づくり）や、加配教員（指導方法の工夫改

善定数、児童生徒支援加配教員等）を活用しながら、特色ある取組を推進すること。 

⑵ 教科研究に際しては、新教育課程を見据えたカリキュラム検討を行い、学識研究者等の助言も

受けながら、小中教職員が協働して進めること。 

⑶ 生徒指導や学習指導等における異なる校種間の連携に際しては、個人情報保護等の観点を十分

に踏まえること。 

⑷ 幼児期からの学びと育ちを大切にしたスタートカリキュラムを実施し、幼児期の遊びを通した

学びから教科学習を通した学びへ円滑な接続に努めること。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 小中一貫教育推進に係る教科研究会（１０教科：国語、社会、算数・数学、理科、音楽、

図工・美術、保健体育、技術・家庭、外国語、生活科）を定期的に開催するとともに、学

識研究者から、専門的な指導助言を受けながら「島本版一貫教育カリキュラム」の実施・

検証を行った。また、「英語科」、「算数・数学科」、「技術・家庭科」については、小

中合同授業研究会で提案授業を行った。 

 

⑵ 就学前教育研究会において、幼稚園と保育所との交流（子ども同士、教職員同士）を行

うことにより、就学前教育の充実を図った。また、「島本町幼稚園教育課程」について協

議した。 

 

⑶ 小中学校において、生徒会・児童による挨拶運動の実施等による交流を実施した。さら

に、中学校ブロックによる特色ある取組を追究し、教職員交流会やブロック版「つなぎン

グスクール」（中学校体験事業）を実施した。 
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⑷ 学識研究者の指導も受けながら、保育所（園）又は幼稚園から小学校への円滑な接続を

目的に、スタートカリキュラム実施の理解を深めた。 

 
【令和元年度における小中一貫教育推進に係る主な取組】  

○ 小中一貫教育推進協議会事務局会議 月例で開催  

○ 全体研修会：夏季教育セミナー全体会、小中合同授業研究会として開催  

○ 町教育研究会との連携による１０教科カリキュラム研究会の開催（定例）  

○ つなぎングスクール（小中合同授業参観、小学校６年生が中学校での授業及び中学校部活動体

験等）年1回実施 

○ 小学６年生が中学校の文化祭を見学 

○ 中学陸上部が小学校運動会に参加（リレー） 

○ 研究発表会等への参加  

 

評 価 

① 一貫教育カリキュラムの研究が、１０教科（国語、社会、算数・数学、理科、音楽、

図工・美術、保健体育、技術・家庭、外国語、生活科）で展開され、大学研究者等から

の指導も受けながら、小中学校教職員が協働して教科研究を進めることにより、小中学

校９年間の学習内容の関連性について理解を深めることができた。 

② 小学生が中学校を体験する事業（部活動体験・文化祭見学）や、中学校の授業を体験

する「つなぎングスクール」は、参加児童にとっては、大変好評な取組となっており、

中学校への円滑な接続や期待感の高揚といった取組のねらいが達成できた。また、保護

者からも好評を得た。 

③ 特色ある小中一貫教育の推進を掲げ、中学校ブロックごとに、連携会議の開催や体験

授業を実施するなど、活性化を目指した取組が実施された。特に、交流会の１つでは、

学力・生徒指導・人権分野に分けて交流を行い、小中教職員の連携強化につながった。 

④ 島本町保幼小連携推進協議会が活発に開催され、幼児の生活、発達及び学びの連続性

を踏まえた幼児教育の充実と、小学校教育への円滑な移行を図る取組が充実された。特

に支援教育の視点からの円滑な引き継ぎについて、共通理解が図れた。 

今後の課題 

① 学校・幼稚園・保育所（園）間連携の推進にあたっては、各種協議会（「島本町小中

一貫教育推進協議会」、「島本町保幼小連携推進協議会」、「子育て支援相談機関連絡

会」等）を中心に組織的に展開していく。また、家庭・地域と「つながり」を持つ小中

一貫教育を推進する必要がある。しかしながら、教職員の世代交代や異動などにより、

取組内容を共有し、進めていくことが難しくなってきている。ゆえに、これまでの取組

実践の継承と新たな展開に向けて、中学校ブロックごと（第一中学校ブロック：二保・

一幼・一小・三小・四小・一中、第二中学校ブロック：四保・二小・二中）における、

特色ある連携・一貫教育の取組を推進していく。 

② 作成された小中一貫教育カリキュラムの実施・検証にあたっては、学識経験者の指導

・助言を仰ぎながら、新学習指導要領を見据え、より実効性のあるカリキュラムへと改

良を重ねていく必要がある。また、授業研究の成果の積極的な発信・普及に努め、授業

改善や教職員の指導力向上等、取組の全体化を図る必要がある。 

保幼小連携推進に関っては、これまでの教職員による相互理解に加え、府が認定した

幼児教育アドバイザーを活用し、園内研修等の活性化を図る。また、幼稚園教育要領で

示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を考慮した幼児教育を推進して

いく。 
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【２】確かな学力の育成 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 教育課程の編成に当たっては、カリキュラム・マネジメントの実現を図り、次期教育

課程への移行期間であることを十分に踏まえ、全面実施に向けた移行措置の趣旨や内容

等を理解し、時数管理等も含め確実に実施するよう努める。 

⑵ 各学校における教育計画の策定に当たっては、全国学力・学習状況調査、大阪府チャ

レンジテストや力だめしプリント等を有効に活用し、児童・生徒の学習状況を詳細に把

握し、各学校の実情を踏まえた具体的な教育目標や各教科等の目標を設定し、取組を進

めることで、ＰＤＣＡサイクルを機能させる。 

⑶ 学習評価を行うに当たっては、学習指導要領の趣旨を適切に反映し、学習指導のあり

方を見直すとともに、学校における教育活動の組織的な改善に結びつける。 

 また、目標に準拠した評価（いわゆる絶対評価）等を通じて、その成果と課題を明確に

しながら取組を進め、改善を図るよう努める。 

⑷ 加配教員を有効に活用し、習熟度別指導を含めた少人数指導の工夫による個に応じた

指導を推進する。特に、授業評価を通した授業改善のシステムづくりを進めるととも

に、学力が低位置にある児童・生徒に対する指導方法等の工夫改善に努める。その際、

学校支援「ゆめ本部」とも連携し、放課後学習の充実を図るとともに、家庭とも連携す

ることで放課後学習や家庭学習、さらには家庭での読書活動の充実を推進する。また、

ＩＣＴ機器を積極的に活用し、情報を一方的に伝えるのではなく、児童・生徒からの回

答や作品等をシェアするよう努める。また、少人数指導の優れた実践、効果的な実践事

例を提示する等、授業改善につながる教職員研修を行う。 

⑸ 落ち着いた学習環境の醸成に向け、各学校の学習スタンダードやユニバーサルデザイ

ンによる取組を推進し、児童会・生徒会活動とも連動しながら、学校全体で学習規律の

確立に努める。また、全教職員が、正しい子ども理解と児童・生徒との信頼関係に基づ

く、一致協力した指導体制を築くことで、組織的に対応し、学びに向かう環境づくりの

充実に努める。 

⑹ 児童・生徒が主体的に取り組む共同的な活動や自己存在感や充実感を感じられる取組

を推進する。児童・生徒の読解リテラシーの育成を目的に、「読むこと」「書くこと」

等の言語活動を重視し、主体的・対話的で深い学びによる学習形態を意識した授業づく

りを全教科において進める。そのために、授業者と学校司書が連携を密にし、教材研究

を共同で行う等、学校図書館を有効に活用する授業のあり方についても研究を進める。 

⑺ 小中学校においては、学校図書館や町立図書館を積極的に活用し、読書が好きな児童

・生徒の増加に努める。また、朝読書や全校一斉読書等の読書活動について積極的に取

り組み、読書習慣を身に付けられるように努めるとともに、学校・家庭・地域の連携に

よる読書環境づくりを進める。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 児童・生徒の習熟の程度に応じた指導を推進し、学校全体で指導形態や指導体制を工夫し、個

に応じた指導を一層充実させること。また、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業

改善を行うよう指導すること。 

⑵ 学校支援「ゆめ本部」の支援と協力を得ながら、学校と保護者・地域の協働・連携によって、

児童・生徒に対し自学自習力の育成を図ること。 

⑶ 学年ごとの到達目標や評価基準を明確にし、学習状況の詳細な把握に努めるとともに、保護者

等にわかりやすい学習評価及び評価基準の説明を行うこと。 

また、学習評価については、府が作成した『参考資料』を基に、各学校における適切な評価規

準の作成や学習評価に関わる研修等の取組を進めること。  

⑷ 「言葉の力」について、全ての教科・領域において、発達段階に応じた系統的な指導を行うこと。 

⑸ 大阪府チャレンジテスト（中学校全学年対象）及び全国学力・学習状況調査（小学校第６学年

・中学校第３学年対象）の結果分析から本町の児童・生徒の学力等の実態把握を行い、成果と課
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題を明確にしながら取組を進め、改善を図るＰＤＣＡサイクルを確実に機能させること。特に、

小学校においては、学年末に大阪府が提供する「力だめしプリント」を活用し、授業改善に努め

ること。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 学力担当者会議を定例で実施し、各校の新学習指導要領に向けた取組の交流、各学力 

テストに対する分析と対策の交流などを行った。 

 

⑵ 「全国学力・学習状況調査」、「大阪府チャレンジテスト」について、ホームページで

全体の結果概要を公表するとともに、各学校において、結果についての分析評価をもとに、

課題解決を意識した教育活動を行った。 

 
【学校教育自己診断による授業についての意識調査結果】 

肯定的回答(「よくあてはまる」及び「ややあてはまる」)の割合(％)  

年度 

校種・質問事項 
H30 R1 

小学校 「授業はわかりやすい」 84.2 83.7 

中学校 「先生は学習に興味や関心を持たせる指導をしている」 71.8 77.2 

 

⑶ 学習評価については、各教科の到達目標や評価基準を明確にし、具体的な評価規準の作

成を行った。目標に準拠した評価（いわゆる絶対評価）の適切な実施に向け、検討を重ね

た。 

 

⑷ 児童・生徒の実態に応じて習熟度別、少人数、課題別等様々な形態の授業を工夫した。

各学校の学力向上へ向けた取組等については、町学力担当者会の中で情報共有し、見識を

深めた。また、ＩＣＴ機器等を活用し、子どもたちにとって視覚的に教材を提示すること

で、効果的な教科指導を実践できた。 

 

⑸ 学習規律については、各小中学校において、児童会・生徒会が中心となり「守るべきル

ール」を決め、学校全体で徹底できるように取り組んだ。また、生活指導研究協議会にお

いて各校の校則や学習のきまりについて、統一のルール作りを行った。 

 

⑹ 子どもたちの言語活用能力育成を目途に、教育研究会国語部会を中心に研究を進めた。 

  また、教育委員会として子どもたちの言語力及びコミュニケーション能力を育成するた

め、国語科のみならず各教科、全教育活動で担当者が意識して取り組む必要があることを、

様々な研修において言及した。 

 

⑺ 各学校において、朝の読書活動の推進や図書館の環境及び蔵書の整備、読書週間におけ

る様々な活動、地域ボランティアの方々による活動及び読書指導を意識した授業の展開等

を行った。また、町独自で、小学校４校、中学校２校に各１人を継続して学校図書館専任

職員として配置した。 
 

【学校教育自己診断による読書習慣及び学校図書館利用についての意識調査結果】 

肯定的回答(「よくあてはまる」及び「ややあてはまる」)の割合(％)  

年度 

校種・質問事項 
H30 R1 

小学校 「読書をよくする(マンガ以外の)」 67.8 66.0 

中学校 
「この学校では、朝読書など、読書活動に積極的に取り

組んでいる」 
78.0 78.0 
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【島本町立学校図書館の貸出数】 

年度 

校種・質問事項 
H30 R1 

小学校 

児童貸出総数(冊) 137,485 132,656 

児童総数(人) 1,845 1,864 

一人当たりの貸出冊数(冊) 75 71 

中学校 

生徒貸出総数(冊) 13,558 14,378 

生徒総数(人) 739 756 

一人当たりの貸出冊数(冊) 18 19 

 

評 価 

①  各校の取組などを交流することで新学習指導要領の内容を深められた。 

② 各種学習状況調査を活用した児童・生徒の学力検証や、それを活用した授業改善や指

導方法の研究が進んだ。なお、調査結果から本町の児童・生徒については、ほぼ基礎的

な学力は定着していると考える。 

③ 特に中学校においては、中学生チャレンジテストの結果を活用した府内統一ルールに

よる評価活動が展開され、一定の指標としての活用ができた。 

④ 少人数授業・習熟度別授業により、きめ細かい指導をすることで、児童・生徒一人一

人の学力を的確に把握し、個に応じた指導を展開することができた。 

⑤ 落ち着いた学習環境の醸成に向けて、教職員の共通した認識の上での取組が図られ、

学校組織としての機能が高まった学校も見られた。 

⑥ 学力向上に係る様々な研修を実施し、その中で「言語活動」や「コミュニケーション

力」の育成に視点を置いた研修の持ち方や研究討議の進め方についての検討を重ねるこ

とで、小中学校の共通課題の確認や教員の意識向上につながった。 

⑦ 小学校、中学校に各１人の学校図書館専任職員の継続配置により、図書館運営の改善

・向上が図られ、児童・生徒による図書館の利活用が一層促進された。 

今後の課題 

① 学校全体で指導形態や指導体制を工夫し、個に応じた指導を一層充実するようにす

る。また、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行う。 

② 児童・生徒の学習評価について、信頼性と妥当性の高いものにするためには、検証作

業は必須であり、学校全体で進めるべきものである。ただし、学習評価の検証は、指導

と評価の一体化を意識したものでなくてはならない。 

③ 全体的に基礎的な学力は向上しているものの、学習定着度が引き続き二極化している

傾向にある。今後も低位層にある児童・生徒の学力向上をめざして、習熟度別指導・少

人数指導や放課後学習等の補習の活用等、具体的方策が成果となって表れるよう保護者

・地域との連携も踏まえた家庭学習や自学自習の取組を一層進めていくことが必要であ

る。また、各教科におけるＩＣＴの活用等に小中学校が連携し対応していく必要があ

る。 

④ 児童・生徒理解に基づいて組織的な対応を行うとともに、全ての児童・生徒の成長を

促す指導を推進していく。 

⑤ 全ての教科で発達段階に応じた系統的な指導を行うようにする。その際、府教育委員

会が提供している「ことばのちから」等の学習教材も積極的に活用していく。 

⑥ 読書習慣を身につけることは、学力向上とも深く係わっている。学校は、読書習慣を

形成していく上で、大きな役割を担っていることから、学校全体での組織的な取組を続

けていく必要があると考える。読書力を育てる授業づくり（授業に学校図書館、町立図

書館との連携を組み込む等）に継続して取り組むとともに、家庭と連携した幼児期から

の読み聞かせ等、より多くの幼児・児童・生徒が本に親しむ機会を増やし、環境づくり

（朝読書の推進、図書館ボランティアの活用、お話会等）や方法論の研究を継続して進

めていかなければならない。 
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【３】英語教育の推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 就学前（保育所５歳児・幼稚園）では、定期的に外国人講師による体験的・活動的な

英語活動・多文化理解教育を実施する。 

⑵ 小学校１、２年生、及び中学校においては「教育課程特例校制度」を活用し、連続的

・系統的な英語教育の充実に努める。 

⑶ 小中学校においては、相互の授業参観及び研究授業・学識研究者を招へいした全体研

修会等を通して、授業改善に努める。 

⑷ 授業アンケートや英語能力判定テストを活用し、児童・生徒の学習成果や課題を客観

的に検証する。 

⑸ 「実用英語技能検定受験料補助制度（３級以上の受験者）」の周知・活用を進める。 

⑹ 英語による海外の学校、児童・生徒とのスカイプ等を活用した交流を実施するなどし

て、コミュニケーションのツールとしての「英語」を体感させるとともに、社会科や総

合学習等との教科横断的な取組によっても国際感覚の醸成に努める。 
[本年度の指示事項] 

⑴ 外国人講師の活用に当たっては、法令を順守し、適正な活用に努めること。 

⑵ 各学校においては、英語教育推進教師の位置づけと校内研究推進委員会等を設置し、組織的な

推進に努めること。また、適宜、学識研究者から指導助言を受けること。 

⑶ 英語教育の取組や成果を保護者・地域へ、情報発信を行うこと。特に、小中学校においては、

特別の教育課程を編成していることについて、保護者に周知すること。 

⑷ 小学校３年生から６年生においては、新教育課程への移行期間における特例により授業を行う

ことを踏まえ、加配教員や中学校専科指導教員を十分に活用すること。 

⑸ 姉妹都市等の海外の学校や、訪日外国人との交流を模索・促進すること。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 外国人講師（ＡＬＴ）を各園所に派遣し、就学前においては、体験的・活動的な英語教

育を、２週間～１週間当たり１回程度で、年間を通じて実施した。 

 

⑵ 小中学校においては、文部科学省教育課程特例校制度を活用し、国が示す標準授業時数

を大幅に拡充し、英語教育の充実を目指した。また、小学校には、中学校の英語科教員を

派遣し、高学年を担任とともに指導した。 
 

⑶ 教職員の指導力向上やグローバル化を見据えた英語教育への理解を深めるため、学識研

究者を招聘した研修会や授業研究会を実施した。 

 

⑷ 事業成果の検証のため、小学校（４～６年生）には授業アンケートを実施した。また、

中学校では、英語能力判定テスト（英検ＩＢＡ）を活用し、全生徒の英語力を測り、分析

した。 
【生徒（中学3年生）の英語力の状況】「英語教育実施状況調査」（文部科学省）より 

 

 

 

 

 

 

※「３級以上」は、実際に実用英語検定３級以上の認定を受けている生徒の割合を指し、「相

当以上」は、認定を受けていなくとも、学校での学習状況により「見込み」で計上した生徒

を含んだ割合を指す。(%) 

 H30 R1 

3級以上＋

相当以上 

島本町 69.9 71.5 

全国 42.6 44.0 

3級以上 
島本町 41.7 43.5 

全国 23.9 25.1 
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【児童の意識（小学4年生～6年生）】（「英語教育に関するアンケート」（島本町）より） 

 

⑸ 中学生の英検３級以上の受験者に、検定料の一部を補助した。 

 

⑹ インターネット回線（スカイプ、ＺＯＯＭ）でインドネシア、マレーシアの学校と交流

した。 

  授業で身につけた英語を使う取組として、フィールドワーク先の訪日外国人に英語でイ

ンタビューしたり、「島本町」を紹介した。 

 

評 価 

① 幼児らは外国人講師に対し臆せず接しており、また、外国語活動を楽しむ場面が見ら 

れた。 

② 教育課程特例校制度による取組が４年目となり、増授業時数の教育課程に慣れ、本格

実施に向けて、取組が充実された。 

③ 生徒の英語力について、各種学力調査結果から、府・全国平均を上回る結果が出てい

る。中学校3年卒業時の英語力３級相当取得率も目標値を越え、成果がみられる。 

今後の課題 

① 児童の意識や生徒の英語力の把握・検証から、授業・指導改善につなげるサイクルを

構築する必要がある。 

② 特に小学校教員に対して、指導力とともに英語力を高める取組を推進する必要があ

る。中学校教員においては、英語の発話率の高い授業を展開していく必要が求められ

る。 

③ 学んだ英語を使って、広く世界とつながる取組（国際交流）の充実が求められる。 

今後、スピーキングテストへの対応を検討していく必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問項目 
 肯定的回答の割合(%) 

H30 R1 

（1）英語の勉強は好きだ。 77.2 78.9 

（2）外国語活動の授業の内容はよく分かる。 86.5 83.3 

（3）外国語活動の授業で学習したことは、 

社会に出たときに役に立つと思う。 
90.2 87.6 
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【４】豊かな人間性の育成 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 道徳教育の充実 

道徳の実施に当たり、各教科、特別活動及び「総合的な学習の時間」との関連を踏ま

えた道徳教育の全体計画（別葉を含む）及び道徳科の年間指導計画を、校長の方針のも

と、道徳教育推進教師を中心に、全教職員が協力して作成し、共通理解が深められるよ

う努める。道徳科では、「自己を見つめる」「物事を多面的・多角的に考える」「自己

の生き方について考えを深める」を軸に授業づくりを行う。 

児童・生徒が自他の生命の尊さに気づき、思いやりの心や将来への志・夢を育み、よ

りよい社会を創っていこうとする態度を養うとともに、自己の可能性を伸ばし、自らの

人生や新しい社会を切り拓くために必要な能力の育成に努める。 

また、保幼小連携の観点から、幼児教育・保育段階の道徳性の芽生えを視野に入れな

がら、「系統性のある学び」について研究を進める。 

⑵ 人権教育の推進 

  人権及び人権問題に関する正しい理解を深め、女性、子ども、障害者、同和問題（部

落差別）、在日外国人、性的マイノリティ等に係る人権問題をはじめ、様々な人権問題

の解決をめざした教育を人権教育として総合的に推進する。また、担当者を明確にする

など、校内推進体制をより一層充実させるとともに、人権尊重の理念を学校運営に反映

させるよう努める。 

⑶ 生徒指導の推進といじめ・不登校・暴力行為等の防止 

いじめ・不登校・暴力行為等については、未然防止及び早期発見、早期対応の観点で

組織的な対応に努めるとともに、いじめ・不登校（虐待）対策連絡会及び生活指導研究

協議会を中心に教育委員会や関係機関（少年補導協助員や青少年指導員）等との連携を

密にした取組を進める。また、課題のある児童・生徒への働きかけについては、学校の

みならず家庭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど関係機関が一

体となってチームによる取組を進める。 

⑷ 子どもへの虐待防止 

  子どもへの虐待防止に関しては、教職員一人一人が虐待を発見しやすい立場であるこ

とを自覚し、児童虐待の認識を深め、子どものわずかな変化も見逃さないよう日頃から

十分注意を払い、早期発見・早期対応に努め、関係機関との連携に努める。 

⑸ 政治的教養を育む教育の取組 

  小中学校の段階での政治的教養を育む教育については、学習指導要領を踏まえ、より

よい社会をめざし、子どもたちが、身近な家族から、学校、地域へと、自分と社会との

関わりを広げながら学習や経験を積み重ね、主体的に判断し、行動できる力の基盤が身

に付けられるように努める。 

[本年度の指示事項] 

⑴  道徳については、「考え、議論する道徳」をめざし、ねらいに深く迫る主体的な学びを生み出

せるように、話し合い活動を積極的に取り入れること。 

「こころの再生」府民運動の趣旨に則した心の育成について、道徳の授業公開や「あいさつ運

動」の推進等、家庭や地域の人々の理解と協力も得ながら、子どもたちの道徳性の育成に向けて、

学校と家庭・地域社会が一体となった取組を推進すること。 

⑵ 教職経験年数の少ない教職員に対し、道徳・人権教育の経験や成果を継承できるよう校内研修

の機会を増やすとともに、教職員の人権感覚が一層磨かれ人権が尊重された教育の推進が図れる

よう関係研究組織と連携しながら、指導方法の工夫・改善に努めること。 

⑶ いじめ防止に関わっては、平成３０年４月に改定した「学校いじめ防止等基本方針」を基に、

学校全体で組織的にいじめ防止に努めること。また、相談窓口の設置等、児童・生徒が相談しや

すい体制を構築し、その周知を図ること。 

⑷ 子どもへの虐待の防止に当たっては、「児童虐待の防止等に関する法律」（平成２５年改正）
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の趣旨を踏まえ、「虐待を発見した場合」や確証がなくても「疑いのある場合」には、校長・園

長・所長を窓口として子ども家庭センター、教育委員会、要保護児童対策地域協議会などに速や

かに相談や通告を行い、学校・幼稚園・保育所等として組織的に対応するとともに各関係機関と

継続的な連携を図ること。 

特に、早期発見の観点から、欠席が継続している子どもに対して、定期的な安全確認を行うこ

と。 

⑸ 児童・生徒の問題行動については、対応の遅れによって深刻な事態を招くことがないよう、組

織的かつ適切な初期対応を行うこと。 

その際、教育委員会が作成した「児童生徒の問題行動に対する初期対応マニュアル（資料）」

（平成２４年）を活用し、学校独自のマニュアルの作成や全教職員の共通理解を徹底すること。 

⑹ 登下校時における携帯電話等の所持については、「携帯電話持ち込みについて」の取り決めに

則し、保護者・地域へ周知するとともに、その取扱いについては保護者との連携を図り、教育活

動に支障が出ないように努めること。  

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 公共の精神や地域の環境保全に貢献する態度を培うために、あいさつ運動や町内一斉清

掃活動への参加を呼び掛けた。 

 
【町内一斉清掃活動への参加状況／延べ参加人数(人)】 

 H30 R1 

小学校(児童) 99 150 

中学校(生徒) 491 457 

 

⑵ 島本町人権教育研究協議会や島本町教育研究会等と連携しながら、教職員の人権教育の

実践力を高めるための研修を実施した。また、町内の教育活動に係る実践内容を研究冊子

「しまもとの教育」にまとめ、全教職員に配布することで具体的な実践例の共有を図った。 

  

⑶ 各小中学校のいじめ対応組織の見直し及び事案への対応手順の徹底を図る。教育委員会

の附属機関「島本町いじめ等対策委員会」を２回開催し、いじめ防止の有効な対策等を検

討した。また、町のいじめ・不登校（虐待）対策連絡会（年間３回）を開催し、いじめ事

象が生起した時の学校組織の具体的な対応手順について協議した。今後、いじめを予防す

る包括的取組を推進していくとともに、教職員のいじめ対応の意識向上に向けた研修を定

期的に実施していく。 

 
【小・中学校におけるいじめの認知件数(件)及び千人率(人)】 

年度 

校種 
H30 R1 

小学校 

島本町 
件数 7 19 

千人率 3.9 10.1 

大阪府 千人率 71.5  

全国 千人率 66.5  

中学校 

島本町 
件数 4 5 

千人率 5.1 6.6 

大阪府 千人率 20.7  

全国 千人率 31.2  

※ 千人率＝児童・生徒１０００人あたりの発生率 

※ 令和元年度「いじめ」の認知ケース(小学校１３件、中学校３件)については解消 
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【小・中学校における不登校の認知件数(件)及び千人率(人)】 

年度 

校種 
H30 R1 

小学校 

島本町 
件数 10 21 

千人率 5.4 11.2 

大阪府 千人率 7.1  

全国 千人率 7.0  

中学校 

島本町 
件数 16 16 

千人率 21.4 20.9 

大阪府 千人率 38.3  

全国 千人率 38.1  

※ 千人率＝児童・生徒１０００人当たりの発生率 

※ 令和元年度「不登校(年間３０日以上の欠席)」のケースのうち、小学生５人、中学生３人が

改善傾向となった。 

 

⑷ スクールソーシャルワーカー連絡会（年間９回）を開催し、スクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカー、子育て支援課担当者と共に、情報の交流や協議を行い、虐待

の個別ケースについて迅速な対応に努めた。 

  また、個別のケース会議について、各関係機関とも連携のうえ、早期の対応を図った。 

  警察・福祉・教育・保健などの関係部局・機関からなる要保護児童対策地域協議会を運

営し、児童虐待の通告などがあった場合、ケース検討会議を開催して適切に対応を行った。 

 

⑸ 学校教育における主権者教育の推進に向けて、大阪府選挙管理委員会が発行する「選挙

啓発パンフレット」（小学生用・中学生用）等を活用し、身近な出来事がどのように政治

と関わっているかを学習する等の取組を進めた。 

 

評 価 

① 道徳科の全面実施にあたり、全校が一体となって道徳教育を推進していく協力体制づ

くりを進めた。 

② 人権教育の推進にあたっては、町人権教育研究協議会と連携を図り、取り分け「次世

代育成」を中心に、研修を開催し、関係資料等を活用した指導の工夫・改善に努めた。 

③ 小中学校におけるいじめの認知件数について、各学校において定期的な学校生活アン

ケート実施をはじめ、各学校による積極的認知をしたことで、いじめへの早期発見、早

期解決に効果があった。いじめ初期対応において、スクールソーシャルワーカー（町派

遣３人）やスクールカウンセラー（府派遣２人、町派遣１人）等、専門家とも連携し、

早期発見・早期対応に努めた。 

④ 虐待防止・対応に関っては、スクールソーシャルワーカー、子育て支援課家庭児童相

談員、指導主事らによる連絡会議等を定例開催し、多角的な子ども・家庭支援につい

て、恒常的に行動連携できた。 

今後の課題 

① 児童・生徒がよりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、問題解決的な学習

や体験的な学習などを通して、様々な場面において、適切な行為を主体的に選択し、実

践できるような資質・能力を育てる道徳科の授業改善を図っていく。 

② 全ての教職員が、人権に関する知識理解を深め、人権感覚を身に付けるための研修や

人権教育の指導力の向上に向けた研修の実施を組織的・計画的に進めること。 

③ いじめを予防する包括的取組として、いじめ予防の授業を年間通じて計画的に実施す

ること。また、教職員間での支援や配慮が必要な児童・生徒の共通理解を図る。 

④ 児童・生徒の安全確認やケア等の対応について、スクールカウンセラーや関係機関等

と連携し、島本町教育センターでの相談業務の充実を図る。 
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【５】健康教育・保育の充実と体力づくりの推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 健康教育（保健・安全教育及び食に関する指導）の推進に当たっては、学校保健委員

会等を組織し、全ての学校で健康や食育に関する全体計画、年間指導計画を継続して策

定する。その際、体育・保健体育や生活科等の教科と「総合的な学習の時間」や特別活

動との関連を図る。 

また、保護者を委員とした学校保健委員会を開催するなど、家庭や地域との連携による健

康教育推進に努める。 

⑵ 幼稚園・保育所では、小学校との接続を図るため体育遊び等のプログラム開発研究を

進める。小中学校では、体力向上の取組推進に当たり、大阪府教育委員会が作成した

「体力向上実践事例集」を活用し、各学校の状況や子どもの実態に応じた体力づくりの

取組を進める。また、町内の小中学校全学年において、継続して新体力テストを実施す

る。 

  その際、積極的に地域との連携を進め、大阪府教育委員会の支援システムを活用す

る。 

⑶ 児童・生徒が様々な運動の特性にふれることができるよう、体育授業の充実や地域人

材等の活用を進めながら、スポーツや運動遊びの日常化を図り、児童・生徒の運動習慣

の確立に努めるよう指導する。 

⑷ 子どもの基本的生活習慣を確立するため、「健康３原則」（調和のとれた食事、適切

な運動、十分な休養や睡眠）の理念に基づき、家庭との連携（保護者集会や懇談会等で

の啓発など）に努める。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 喫煙・飲酒・薬物乱用防止の指導については、教職員や保護者への啓発も含め、関係機関や専

門家等を活用しながら、学校教育活動全体を通じて適切に取り組むこと。とりわけ、中学校につ

いては、薬物乱用防止教室等を年に１回以上開催すること。 

また、性教育及びエイズ教育を推進する際には、児童・生徒の発達段階を踏まえ、全教職員の

共通の理解のもと校内体制を整えるとともに、集団指導と個別指導を効果的に組み合わせ、適切

な指導を行うこと。 

⑵ 部活動については、各中学校の部活動に係る活動方針に則り、生徒の自主性・主体性を尊重し、

休養日の設定等望ましい活動日数・時間を検討し計画的に実施するとともに、外部指導者等地域

の協力を活用しながら、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むよう指導すること。 

⑶ 特に夏季における保育や体育の授業・運動部活動・校外学習等においては、水分補給や休憩の

ための時間を適切にとり、熱中症予防に万全を期すること。その際、「熱中症予防運動指針（公

益財団法人日本スポーツ協会）等を参考とし、活動の中止や延期、見直し等も含め、適切に対応

するよう指導すること。 

⑷ インフルエンザ等の感染症に対して、養護教諭・看護師等と連携し、児童・生徒が手洗い・う

がい等予防のための正しい知識を持つよう指導すること。 

⑸ 新学習指導要領の中学校保健分野において、「がんについても取り扱うものとする」と明記さ

れ、健康教育の一環として、自他の健康と命の大切さについて学び、がんに対する正しい理解と、

がん患者や家族などのがんと向き合う人々に対する共感的な理解を深める「がん教育」の実践に

取り組むこと。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 各学校において、学校保健計画、食に関する指導の全体計画を策定し、教科等横断的な

視点でも健康教育を推進した。 
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⑵ 幼稚園では、遊びを通した運動（リズム運動、体操、サーキット運動、なわとび等）の

機会を日常的に取り入れることにより、年間を通じての体づくりに努めた。 

  保育所では、鉄棒、ブランコ等の遊具を活用して懸垂、ぶらさがり等を行うことにより、

体力及びバランス感覚の向上に努めた。また、運動遊びの指導を行う事業者に委託して運

動遊びのプログラムを実施するとともに、職員は運動遊びの指導方法について学んだ。 
  小中学校では、体育の時間で、しっぽ取り、ラダー、タグ鬼ごっこなど各種の体作りの動きや運

動量の確保をしている。また、休み時間を活用し、なわとびチャレンジやマラソンチャレンジなど

の時間も確保している。 

 

【体力調査結果（点）】 

 H30 R1 

小学校５年生 男子 女子 男子 女子 

島本町 54.3 54.9 49.84 52.42 

全国平均 54.2 55.9 53.61 55.59 

中学校２年生 男子 女子 男子 女子 

島本町 41.5 53.8 44.04 54.05 

全国平均 42.3 50.6 41.69 50.22 

 

⑶ 小学校において、体育の授業で、児童が活動する場面を多く確保するとともに、業間の

時間等を活用し、各学校体力向上の取組を推進した。 

中学校において、運動部活動の活性化を図るために、引き続き、地域人材（専門性や技

術指導力のある人材）を外部指導者として派遣した（第一中学校に対し３人、第二中学校

に対し５人の外部指導者を派遣。年間延べ６０８回活用した。）。 
 

【中学校部活動加入率(％)】 

年度 H30 R1 

部 活 動 加 入 率 92 92 

(運 動 部 加 入 率)   (74) (74)   

 

⑷ 各学校において「保健だより」や「給食だより」等の通信物を定期的に発行し、健康や

心身の発達への関心・実践、生活習慣等の大切さについて、児童・生徒や保護者に啓発し

た。 

 

 

H30 R1 

小学校 

６年生 

中学校 

３年生 

小学校 

６年生 

中学校 

３年生 

 島本町 93.4 87.2 95.9 93.2 

毎朝、朝食をとる 大阪府 92.9 89.0 94.1 90.2 

 全 国 94.5 91.9 95.3 93.1 

 島本町 75.1 72.4 85.5 75.4 

毎日、同じくらい 大阪府 73.8 72.1 79.1 76.8 

の時間に寝る 全 国 77.0 74.2 81.4 78.0 

 島本町 89.6 87.2 90.4 92.8 

毎日、同じくらい 大阪府 86.8 88.7 90.1 91.5 

の時間に起きる 全 国 88.8 90.3 91.6 92.8 
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評 価 

① 各学校の実態に応じた特色のある学校保健計画、食に関する指導に係る全体計画が策

定され、計画的に実施された。また、栄養教諭が教科の授業に入り、食育の観点で授業

を展開した。 

② 幼稚園及び保育所において、小学校低学年の体育につながる「運動遊び・体育遊び」

の実践ができた。各プログラムに継続して取り組むことにより、児童の身のこなしや体

のしなやかさが目に見えて向上し、児童も目標を持って意欲的に取り組むことができ

た。 

③ 中学校の運動部活動へ専門性の高い外部指導者を引き続き派遣し、技術指導を行うこ

とにより、個々の生徒の能力が向上し、運動部活動に対する満足度や意欲の高揚につな

がった。さらに、小中連携による小学校６年生の部活体験等により、中学校の部活動に

対する興味や関心が高まった。 

④ 「早寝・早起き・朝ごはん」については、おおむね肯定的な回答が得られた。 

今後の課題 

① 学校保健計画の作成にあたっては、引き続き、教科や総合的な学習等をはじめ、学校

行事等とも関連性を追究する必要がある。 

② 児童が日頃から様々な運動の特性に触れることができるよう、地域人材等の活用を推 

進し、運動遊びの更なる充実を図る必要がある。 

③ 小学校では、新体力テストの結果が全国平均をやや下回る種目もある傾向にあること

から、引き続き、島本町教育研究協議会体育部会や大学等とも連携して、児童が楽しさ

や喜びを感じられるような体育の授業展開を行っていく必要がある。普段の体育の授業

の中で、体つくりや基礎体力を培う運動を取り入れ、運動する時間を確保していく。 

  休み時間等も積極的に、体を動かす取組を学校全体で取り組んでいく必要がある。 

  また、中学校では、引き続き、部活動外部指導者の活用を推進するとともに、生涯に

わたるスポーツ実践や健康の保持推進、体力向上などが、自分にとって重要なことであ

ることが理解できるような取組が必要である。 

④ 日常の生活習慣の在り方や食育について、「健康３原則」の理念に基づき、保護者、

地域住民の理解や協力も得ながら、継続して、町全体として健康教育を推進する必要が

ある。 
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【６】進路指導の充実 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 児童・生徒が、望ましい勤労観・職業観を育み、将来、社会人として自立し、主体的

に進路選択・決定ができる能力・態度が身につくよう、小学校段階から児童の発達段階

に応じたキャリア教育の視点に立った取組や小中学校間の円滑な接続、さらには義務教

育から高等学校教育への連続性も視野に入れながら系統性のある進路学習等の取組を進

める。 

⑵ 公立高等学校入学者選抜制度の変更、府立高等学校の特色づくり、厳しい就職状況

等、中学校卒業時の進路選択に係る状況が大きく変化していることを踏まえ、全ての生

徒に対して進路保障を図る観点から、進学や就職に関する情報収集・提供に努め、学校

における進路ガイダンス機能の充実を図るとともに、中学１年生時より適切な指導・支

援を計画的に行う。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 小学校においては、児童が自信や自己有用感を持ち、自らの生き方についての夢を描いたり、

希望を抱いたりすることができるよう、道徳の時間を要としながら教育活動全体を通じての適切

な指導を計画的に進めること。また、キャリア教育について、保護者にわかりやすく説明すると

ともに地域人材の活用を図ること。 

⑵ 島本町「夢・ＷＯＲＫ・わく・ウィーク」（３日間の中学２年生による職場体験学習）の実施

に際しては、地域や商工会と連携しながら進めること。また、これまでの取組の成果を検証し、

事前・事後等の学習を一層充実させること。 

⑶ 進学希望者に対しては、進路選択が多様化してきていることから、高等学校合同学校説明会や、

各高等学校が実施する体験入学等を活用し、進路に係る情報収集・提供など、学校において適切

なアドバイスと支援に努めること。 

⑷ 進路に関する書類の作成に当たっては、組織的な校内進路指導体制のもと、全ての教職員が相

互に緊密な連携を図り、適正な事務処理を行うよう努めること。 

⑸ 進学を希望する日本語指導が必要な児童・生徒の進路に関しては、入学者選抜制度の周知を含

め、受験上の配慮事項及び申請手続等、より丁寧な対応に努めること。 

⑹ 不登校等の課題のある生徒に対しては、早い時期から進路を見据えた適切な指導・支援を行う

ことができるよう配慮し、各関係機関とも連携しながら、継続した支援を行うこと。 

⑺  キャリア教育の実践に当たっては、「島本町全体指導計画」（平成２４年３月）を 活用・改

良し、小中学校で連続性・系統性のある指導の充実を図ること。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ キャリア教育（進路指導）の一環として、中学校２年生による職場体験学習「島本町夢

・ＷＯＲＫ・わくウィ－ク」を同時期に実施した（１１月６日から８日までの３日間実施

し、約７０の事業所に協力いただいた。）。実施にあたっては、学校関係者、地域住民等

による実務担当者会議を開催し、共通理解と効果検証を行った。 

 

⑵ 進路指導用冊子「進路資料」を作成、各中学校において全学年対象に配布し、進路説明

会や進路学習活動の中で活用した。 

  特に、支援学級在籍生徒や不登校傾向にある生徒の進路指導に関しては、各学校と教育

委員会及び関係機関が連携を密にしながら、一人一人の適性を見極め、当該生徒や保護者

への十分なガイダンスを行った。 

 
【各年度の中学校卒業生に係る高等学校への進学率(％)】 

年度 H30 R1 

島本町 100(91.1)  99.6(93.4)  

※(   )内は、全日制高校への進学率 
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【年間３０日以上の欠席がある不登校生徒(卒業生)の進路状況(人)】 

年度 H30 R1 

卒業生のうち年間３０日以上の 

欠席のあった不登校生徒数 
5 7 

内訳 

進学した者     5 7 

専修学校等入学者   0 0 

その他(就職、進路未定等) 0 0 

 

【授業等で将来の進路や生き方について考える機会があると答えた生徒の割合(％)】 

年度 H30 R1 

中学校(全学年) 76.4 75.7 

※ 各学校の学校教育自己診断結果より 

 

【「あなたは、将来の夢や目標を持っていますか」で肯定的回答の割合(％)】 

 

H30 R1 

小学校 

6年生 

中学校 

3年生 

小学校 

6年生 

中学校 

3年生 

島本町 84.5 72.0 79.4 67.8 

大阪府平均 83.0 69.4 81.2 67.4 

全国平均 85.1 72.4 83.8 70.5 

※ 全国学力・学習状況調査 質問用紙調査結果より 

 

評 価 
① 職場体験学習について、平成１８年度に文部科学省の研究指定を受けて以来、継続し

て実施しており、地域事業所や住民の理解や協力により、本事業の趣旨や学校の指導目

標に沿った形で実施できた。充実した体験内容により、生徒が主体的に進路選択や職業

選択ができる能力や態度の育成に効果があった。 

② 各中学校において、３年間の進路学習計画を基に、生徒個々の状況に応じたきめの細 

かい進路指導が組織的に行われ、成果として高い進学率が維持できた。 

今後の課題 
① 平成２４年度に作成した島本町版「キャリア教育全体指導計画」を各校で実践し、成 

果と課題の整理及び効果検証が必要である。また、保護者に対して「キャリア教育」は

どういうものなのか、理解を求める取組とともに広く周知する必要がある。 

  各学校において、周知方法を工夫し、教育課程内でのキャリア教育の取組を分かりや

すく示していく必要がある。 

② 進路選択が多様化してきていることから、迅速な情報収集と提供に努め、学校におけ

る的確な進路ガイダンス機能の充実を図ることが必要である。また、不登校や支援学級

在籍生徒等の課題のある生徒に対しては、早い時期から本人及び保護者のニーズを把握

し、卒業後の進路を見据えた適切な指導・支援を行えるよう、適宜進路に関する情報提

供と各関係機関とも連携した支援を行っていく必要がある。 
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【７】支援教育・保育の充実 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 平成２８年４月１日より施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（障害者差別解消法）」に基づき、障害のある児童・生徒一人一人の教育的ニーズに

応じて、合理的配慮が適切になされ、ユニバーサルデザインのある学びが提供されるよ

う、障害のある子を含む全ての子どもに対して、一人一人の教育的ニーズにあった適切

な教育的支援を行う教育（インクルーシブ教育）の推進を図る。人権教育や生徒指導と

も連携した校内委員会の適切な運営を行い、支援教育コーディネーターの組織的な活用

等、総合的な支援体制の整備・充実をより一層進める。また、各保育所、幼稚園、学校

においては、「ともに学び、ともに育つ」という観点から障害に対する理解を深める学

習を系統的に実施するとともに、障害のある子どもの自尊感情や自己肯定感を育み、自

らを取り巻く人間関係を豊かに構築していけるような指導に努める。 

⑵ 島本町支援教育研究協議会を中心に町全体の支援教育について、各保幼小中間の連携

を図りながら研究を推進する（生活経験に基づいた学習、異年齢で構成された小集団授

業、社会生活上の望ましい思考判断や言動の仕方（ソーシャルスキル）の授業について

等）。  

⑶ 通級指導教室での指導・支援をより一層充実させ、通級指導教室における学びが通常

の学級においても活かせるよう、学校体制の充実を図る。また、平成３０年度から小学

校通級指導教室を増設したことに伴い、通級指導の内容についても各施設・関係機関と

の連携を図る。 

⑷ 校内の支援教育委員会と教育センターの専門相談員が連携し、発達相談についての体

制をより一層充実させる。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 障害のある全ての児童・生徒一人一人の教育ニーズに応じたきめ細かな指導や、幼児期から学

校卒業後までを見通した一貫した支援が計画的・組織的に行われるよう、島本町で統一した「個

別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を作成し、効果的に活用すること。また、通常の学

級に在籍する発達障害等のある児童・生徒についても、教育支援ができるようインクルーシブ教

育の一層の促進を図ること。 

⑵ 就学相談・指導に当たっては、子どもの教育的ニーズの把握に努めるとともに、保護者からの

意見を聴取し、就学に関する適切な説明及び情報提供を行うなど、本人及び保護者の意向を最大

限尊重した取組の充実を図ること。 

⑶ 全ての児童・生徒、保護者、そして地域に対しても、支援教育の理解を得るため啓発をより一

層推進するとともに、保育所、幼稚園、学校においては、様々な課題に対応できるよう研修計画

を充実させ、教職員・保育士の資質向上を図ること。 

⑷ 個に応じた適切な支援を行うよう支援学級における指導･支援体制の一層の充実に努めるととも

に、交流及び共同学習がさらに充実し、相互理解がより一層進むよう、支援学級の学校における

位置付けや教室配置、指導内容等について、不断の点検・見直しに努めること。また、全ての児

童・生徒のニーズに応じた支援を展開することで、どの子も意欲的に学べるようなユニバーサル

デザインに配慮するよう努めること。 

  さらに、支援学校との交流及び共同学習の促進を図ること。 

⑸ 障害者や高齢者との出会いや福祉体験活動等を通じて、身近にいる障害のある仲間への思いや

りや理解につながるよう福祉教育を推進すること。 

⑹ 卒業後の進路については、高等学校や支援学校に加え、知的障害のある生徒が高等学校で学ぶ

「知的障がい生徒自立支援コース」及び「共生推進教室」の制度等、幅広い進路選択が可能であ

ることから、その内容が生徒・保護者に十分伝わるよう、早い時期から、様々な機会を通じて、

適切な説明や情報提供を行うなど、ガイダンス機能の充実に努めること。 

⑺ 早期支援の重要性に鑑み、教育センターと保育所・幼稚園等就学前機関との連携により、個別

の療育の推進を図り、早期からの支援体制の構築に努めること。 
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点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 各学校に位置付けられた支援教育コーディネーターが中心となり、校内委員会を組織し、

支援学級担任・通常学級担任及び保護者との連携を図りながら、個別支援が必要な児童・

生徒一人一人に対して「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」を作成した。 

  当該児童・生徒の指導においては、「個別の指導計画」に基づきながら、各授業の中で

個に応じた適切な指導・支援を行い、校内委員会の中で定期的に確認や検証を行った。 

  また、対人関係力やコミュニケーション力を育成するため、支援学級の中でワーキング

グループによる作業等の取組を進め、個々の目標を設定してソーシャルスキルトレーニン

グ等の指導を行った。 

 

⑵ 島本町特別支援教育研究協議会における活動 
＜研修体制＞ 

・ スーパーバイザーによる巡回相談研修（２回） 

・  島本町教育委員会・高槻支援学校共催支援教育コーディネーター合同研修（６回） 

・ 支援教育の理解と指導に係る研修（７回） 

・ 保護者も対象としての研修会（１回） 

・ 障害者理解に係る講演会（２回） 

・ 福祉連携研修（１回） 

・ 保幼小交流（１回） 

 

＜活動内容＞ 

・ 個々の課題に合わせた授業研究 

授業研究等の企画、支援教育に必要な教材、教具の研究・製作 

・ 保幼小中の連携 

保幼小中の連携、各保幼小中の支援学級等の状況についての交流及び情報共有、支援学校

との連携 

・ 支援教育の推進 

町全体研修の企画・運営、スーパーバイザーによる巡回相談・研修、各学校の講演会や保

護者も対象となる講演会の企画・運営、町全体研修の企画・運営 

・  支援教育コーディネーター育成の推進 

 小中学校支援教育担当者と高槻支援学校教職員が合同で支援教育について学び合い、支援

教育の専門性向上を図る 

 

⑶  小学校２校、中学校１校に設置されている通級指導教室に関しては、定例会議及び小 

中合同会議を開催し、通級指導における有効な指導法の研究や作業療法士による巡回相 

談研修を通して、小学校と中学校をつなぐ連携の在り方及び個々の児童・生徒の情報等 

について協議した。 

 

⑷  島本町教育センターにおいて、専門相談員による教育相談を実施した。 
 

【２年間の相談人数(人)】 

年度 H30 R1 

保護者 385 405 

学校関係者 275 464 

その他 40 34 

計 700 903 
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評 価 

① 島本町の発達支援に係る関係機関が集まる教育センター連絡会を開催したことで、保

健・福祉・医療・教育の関係機関による横の連携を推進することができた。また、０歳

から成人まで貫く支援システムの構築に向けて、保護者向けの「令和２年度島本町支援

保育・支援教育推進ハンドブック」を作成した。 

② 島本町教育委員会・高槻支援学校支援教育コーディネーター育成研修を実施すること

で、各支援教育コーディネーターのスキルアップにつながり、児童・生徒の発達検査や

行動観察から特性の把握をし、具体的な支援方法への検討までの共通理解を深めること

ができた。 

③ 臨床心理士による保・幼・小・中学校での巡回指導を通じて、児童・生徒の行動分析

を深めることで、具体的支援方法の開発につなげることができた。 

④ 島本町教育センターにおいて、就学前から就学後も発達相談及び教育相談を1本化し

たことへの、保護者への周知と理解が進み、相談件数も増加傾向にある。 

今後の課題 

① ０歳から成人まで、一人一人の児童・生徒の切れ目ない支援を継続していくために、

保健・福祉・医療・教育が連携できる支援システムの構築と推進。 

② 全ての学校において、障害のある児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細

かな指導や、０歳から成人まで見通した一貫した支援が計画的・組織的に行われるよ

う、必要に応じて、通常学級在籍する児童・生徒にも「個別の教育支援計画」及び「個

別の指導計画」を作成すること。 

③ 特別支援教育で実施する「特別の教育課程」においては、障害による学習上または生

活上の困難を克服し、自立を図るための「自立活動」を取り入れること。また、支援教

育コーディネーター連絡会を定期的に開催し、情報共有及び研修企画を行うこと。 

④ 通級指導教室担当者間での連携及び、通級指導教室における学びを通常の学級で十分

に発揮することができるよう、学級担任との連携はもとより、校内における支援体制の

充実を図ること。 
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Ⅱ 信頼される学校・幼稚園・保育所づくり 
 

【１】地域に根付いた学校・幼稚園・保育所の運営体制の推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 校長・園長・所長・室長は、学校・幼稚園・保育所・学童保育室の運営体制の確立に

当たり、経営方針等を教職員に周知し、教育・保育目標の共有化を図る。また、各分掌

組織の活性化に努め、教育・保育目標を達成するための組織的な取組を推進する。さら

に、学習指導、生徒指導等における現状の把握・分析に努め、その課題解決を図るた

め、可能なものについては数値目標を挙げるなど、具体的な目標、計画を設定し、目標

の達成度や計画の進捗状況について自ら点検・評価・整理する。 

⑵ 小中学校においては、学校教育自己診断を年１回実施し、その分析結果を学校の教育

活動に活かすとともに、学校協議会を年４回以上開催し、保護者や地域社会の意見や評

価を学校の運営改善に反映させる。また、教育週間等を通じて学校協議会委員による教

育活動・授業等の参観を実施し、各委員が学校の状況を的確に把握できるよう取り組

む。 

⑶ 幼児期の特性を踏まえ、幼児一人一人の心身の健全な発達を促し、生活習慣の確立や

社会性、自主性の育成に努める。また、社会の変化に対応した延長保育等の運営につい

て各幼稚園・保育所の実情に応じた充実推進に努める。 

  さらに、幼稚園・保育所と小学校の連携を視点とした研修及び教職員の資質向上を目

的とした研修等の充実に努めるとともに、「支援教育」・「教育課程」については定期

的に幼稚園と保育所の合同研修を行う。 

⑷ 地域社会の持つ教育資源である多様な人材を、学校・幼稚園・保育所・学童の様々な

教育活動に積極的に活用するため、学校を支援する地域組織である学校支援「ゆめ本

部」との連携を図るとともに、保護者や地域と一体となった教育コミュニティづくりを

進め、小中一貫教育に係る縦（校種間）と横（学校と地域社会）の関係を強化する。 

⑸ 学校・幼稚園・保育所施設を利用した教育コミュニティの形成や大人のネットワーク

を促進するよう、地域社会で展開されているスポーツ・文化等諸活動に協力する。ま

た、教職員と保護者が一体となってＰＴＡや保護者会の活動の活性化に努める。 
[本年度の指示事項] 

⑴ 社会に開かれた教育課程を実現するために、学校の経営方針、教育目標、学校教育自己診断結

果、学校協議会における協議内容等について、保護者等にできる限りわかりやすく周知を図る方

策を講ずること。 

⑵ 特色ある学校づくりを進めるに当たっては、校長がリーダーシップを発揮し、教職員研修を計

画的に進めるとともに、学校の課題、実情に応じた活動を展開すること。 

⑶ 子育て支援に対する保護者のニーズに応え、預かり保育の拡充と教育、保育を一体的に行う就

労支援型幼稚園については、これまでと同様に幼稚園の教職員と連携しながら、実施すること。 

⑷ 大学との連携協定を活用し、幼児教育の研修に当たっては学識経験者の指導・助言を仰ぐこと。 

⑸ 学校・幼稚園・保育所・学童保育室の様々な教育活動を支援する地域人材のボランティアや学

生ボランティア等の活用については、学校支援「ゆめ本部」と連携を行い、子どもの実態やニー

ズ、学校の状況に応じて適切な人材を配置するよう努めること。 

⑹ 学校・幼稚園・保育所・学童保育室を中心としたネットワークを拡充するため、放課後子ども

教室推進事業や島本町いきいき・ふれあい教育事業などに教職員やＰＴＡがより積極的に関わる

よう努めること。また、教職員や地域の方々との合同の研修等についても検討すること。 
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点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 年度当初に、各学校園長より学校（園）教育目標及び本年度の学校（園）経営方針等を

教職員に周知した。教育委員会として各学校（園）の経営方針や学校園長の方針に基づい

た教育活動の進捗状況等を年１～３回の視察訪問や随時ヒアリングにおいて確認を行った。 
 

【町立学校入学率の推移(％)】 

年度 H31当初 R2当初 

町立小学校入学率 98.1 99.8 

町立中学校入学率 91.1 94.6 

※ 町立学校入学率＝各年度の学校基本調査における町立学校１年生の児童・生徒数(a) 

    ／(a＋国立・私立学校等への就学に係る区域外就学者数＋特別支援学校への就学者数) 

 
【教育週間における学校公開来校者数(人)】 

年度 

校種 
H30 R1 

小学校 
3,322 

(内地域住民 120) 

3,536 

(内地域住民 80) 

中学校 
296  

(内地域住民  49) 

 349 

(内地域住民 34) 

幼稚園 
316 

 (内地域住民  37) 

317 

 (内地域住民 29) 

 

⑵ 開かれた学校・幼稚園・保育所づくりを目指し、学校・幼稚園・保育所だよりやホーム

ページで各学校・幼稚園・保育所の取組状況を広く伝えた。また、本町の地域に根ざした

学校教育を展開させるため学校協議会での協議内容を基に、保護者及び地域の意見を自校

の教育活動に反映させるよう努めた。教育委員会として各学校協議会の各回の要点録を取

りまとめ、各学校へ情報提供を行った。また、小中学校においては、学校教育自己診断

（１１月～１２月頃実施）を活用し、取組の検証を行った。 

 
【学校協議会開催状況(令和元年度)】 

開催回数 各学校４～５回 

内  容 ・各学校における学校教育目標、経営方針、学校運営に対する意見 

     ・各学校における取組等への支援、評価 

       ・学習状況調査、学校教育自己診断の結果から見える課題解決についての協議等 

 

⑶ 幼稚園において、園内研修及び保育所との合同による検討会、研修等を開催し、保育内

容の改善や教職員の資質の向上に努めた。 

 
【町立幼稚園就園率の推移(％)】 

年度 H31当初 R2当初 

町立幼稚園就園率 25.8 19.9 

定員充足率 75.4 55.6 

※ 町立幼稚園就園率 ＝ 各年度の学校基本調査における町立幼稚園の総園児数  

／ 各年度の４月１日現在の満４歳人口及び満５歳人口の合計 

※ 定員充足率 ＝ 各年度の学校基本調査における町立幼稚園の総園児数 ／ 総定員 

※ 総定員：４歳児１０２人＋５歳児１０５人 ＝ ２０７人 
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【保幼小交流検討会(推進協議会)】 

 開催回数 年３回 

内  容 ・年間計画の確認 

     ・体験入学等交流活動の検討と実施 

     ・年間の活動の反省及び次年度の交流計画の検討 

 

 

【幼稚園・保育所教職員の資質向上に向けての研修】合計５６回 

 内  容 ・通常保育保育士研修「乳児担当制保育」１回 

・通常保育保育士研修（実践講座）２回  

・アレルギー研修 １回 

・保育士研修「異年齢保育」４回 

・保育士研修「あそびの研修」１回 

・保育士研修「おもちゃ遊びの研修」１回 

・保育所巡回４回 

・保育所体育指導（※）１２回  

・保育所巡回（作業療法士）４回 

・障害児保育発達心理指導 ５回  

・要保護児童対策研修 １回 

・保育士等研修 ４回      

・幼児教室体育指導（※）３回 

・幼稚園研修会 ２回              

・スクールカウンセラー保育所巡回１０回 

・保幼小連携講座１回（子育て支援課主催） 

(※) 体育指導は、いずれも職員の指導能力向上のための研修を兼ねている。 

 

⑷ 学校支援地域本部事業の充実に向け、島本町学校支援「ゆめ本部」運営委員会に運営補

助金５０万円と事務局に臨時職員（事務補助）賃金２人分を継続して予算計上し、学校

・幼稚園の支援に関わる地域ボランティアの更なる活用を図った。 

   主な取組としては、各小中学校における放課後学習活動や学習支援、中学校での土曜

スクール、あるいは実技教科の授業での指導援助等などに、登録されている地域人材を

コーディネートして紹介や派遣等を行った。 

 
 【学習ボランティア等の実績状況(延べ人数)(人)】 

年度 

校種 
H30 R1 

小学校 放課後等学習支援 1,016 911 

中学校 放課後等学習支援 862 602 

※ 上記以外に地域ボランティアや学生による木工、家庭科等の授業支援を行っている。 

 

⑸ 学校を利用し、子どもたちが安全で安心して放課後や週末が過ごせるよう「放課後子ど

も教室推進事業」の充実を図った。 
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【放課後子ども教室推進事業】           

年度 H30 R1 

第一小学校区 

実施回数(回) 115(114) 119（119） 

参加者数(人) 855 680 

スタッフ数(人) 82 119 

第二小学校区 

実施回数(回) 22(19) 57（52） 

参加者数(人) 744  1,123 

スタッフ数(人) 60 102 

第三小学校区 

(モリモリクラブ・

パークパーク) 

実施回数(回) 65(62) 56（54） 

参加者数(人) 1,228 931 

スタッフ数(人) 191 166 

第四小学校区 

実施回数(回) 21（21） 22（22） 

参加者数(人) 1,722 1,448 

スタッフ数(人) 210 220 

計 

実施回数(回) 220（216） 254（247） 

参加者数(人) 4,428 4,182 

スタッフ数(人) 518 607 

※ (  )は、総実施回数のうち平日実施回数 

※ 土曜日にレクリエーション活動やものづくり体験等を通して、世代間交流を図っている。 

※ スタッフ数は、コーディネーターと安全管理員等の人数を合計している。 

 

評 価 

①  新学習指導要領実施に向け、校長・園長・所長が経営方針をもとに、学校・幼稚園・

保育所運営全般にわたり、リーダーシップを発揮するとともに、保護者や地域の信頼や

教育的ニーズに応え、地域の実情を踏まえた教育活動を展開できた。今後、求められる

教育・保育内容の共有化を図った。 

②  学校教育自己診断の分析をもとに、学校協議会の定期会議の中で地域に開かれた学校

づくりやカリキュラムマネジメント、いじめや不登校に関する学校課題、あるいは地域

に密着した小中一貫教育の推進に関して協議を行い、評価を得ることで、各学校の学校

運営の活性化につながった。また、各学校の経営方針を具体に示し、その理解の下、共

通した認識を持って、助言をいただきながら教育活動を進めることができた。 

③  保幼小推進協議会が中心となり、年間を通じて保育所と小学校、幼稚園と小学校とで

交流会を実施し、また、幼児期の特性の理解、生活習慣の確立に向けて、全体研修等の

取組を進めるとともに、次年度に向けてスタートカリキュラムの取組の周知を行った。 

④  国の委託事業である「学校支援地域本部事業」を引き継ぎ、子どもや保護者のニーズ

に応えられるよう、２つの中学校区にある地域本部を再構築し、核となる島本町学校支

援「ゆめ本部」運営委員会に対し補助金等を継続して予算計上したことで、学校支援地

域本部の取組が継続して進められている。その結果、学校を支援する地域の組織として

定着が図られたと考える。これらのことにより、「ゆめ本部」事務局を拠点としてコー

ディネーターや地域人材の活用が更に進み、地域と学校との関係性がより深まった。   

「地域に開かれた学校」に向けて、人材発掘も含め大きな役割を期待できる。 

「子どもの学びサポート事業」については、その取組が各小中学校で定着が進み、新 

たな学年での実施も増え、学習ボランティアの活用等も年々増加しており、放課後学習

に多くの人材を投入できた。また、授業サポートとしての活用も増え、技術の木工支援

や家庭科での裁縫・ミシン活用の授業での活用も定着している。 

⑤ 「ゆめ本部」が中心となって実施している放課後学習会等においては、多くの地域の 

方々が学習アドバイザーとして参画され、その人数も増加傾向にある。また、各学校に 

おいて教職員と学習アドバイザーとの交流会を定期的に持ち、放課後学習会等の在り方 

についても年々改善が図られ、より学校や児童・生徒の実態に合わせた活動内容になっ

てきている。 
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 学校・幼稚園・保育所において、教職員と保護者が一体となって行事を実施し、開か

れた学校に向けての取組を推進できた。 

今後の課題 

①  保護者・地域から信頼される学校・幼稚園・保育所づくりの推進に向け、新学習指導

要領や働き方改革を踏まえた学校経営方針、教育目標等を今以上に教職員や保護者に分

かりやすく周知を図り、目標の共有化を更に進めるとともに、学校教育自己診断の結果

や課題解決方法、学校協議会の協議内容についても広く情報を公開したりする等、引き

続き工夫改善に努める必要がある。さらに、学校教育自己診断や学校協議会を活用して

保護者・地域の意見や評価を学校運営に反映できるよう、学校評価に関する支援やＰＤ

ＣＡサイクルの整備・充実に努める。 

  また、教育コミュニティづくりを視野に入れながら、拠点整備と島本町の地域性を生

かした学校教育活動の展開を進める。 

②  小中一貫教育基本方針の柱の一つである保護者や地域と一体となったネットワーク型

の学校づくりを進めるうえで、「ゆめ本部」（学校支援地域本部）事務局と更に密接な連

携を図る必要がある。また、学校が必要とする活動を支援するための人材発掘において

も、更なる連携を図る必要がある。 

③  学校教育活動の支援に直接関与できるボランティア（地域住民や教員を目指す学生

等）については、年々拡充を図りつつあるが、今後は、学校や保護者のニーズが反映

されるように、取組の拡充検討も含めてボランティアの更なる有効活用や学校支援シ

ステムの構築を図ることが必要である。 

④ 幼稚園と保育所と連携を更に進め、合同での研修会を引き続き開催する等保育の在り

方についての見識を高めていく必要がある。 
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【２】安全・安心な学校・幼稚園・保育所づくり 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 子どもの安全を確保するため、教職員の連絡・配備体制について日頃から周知徹底を

図るとともに、地震等の災害及び事件・事故が発生した場合、迅速かつ的確な行動がで

きるための学校独自の危機管理マニュアルを整備し、事態を想定した実践的な訓練を行

う。 

⑵ 子どもの安全確保を図るため、施設設備の点検と整備の充実に努める。また、学校・

幼稚園・保育所・学童保育室の内外を問わず、子どもの安全を確保するため、安全管理

体制の充実をはじめ、保護者や安全ボランティアの協力を得ながら、登下校時の子ども

の見守り活動の取組を促進する。 

⑶ ＰＴＡ・保護者会や学校支援「ゆめ本部」、自治会等との連携を強め、各校区の安全

ボランティアの人材確保に努める。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 学校保健安全法に基づき、学校保健計画及び学校安全計画を策定し、学校教育活動全体を通し

た安全・衛生管理の徹底を図り、感染症・食中毒の予防及び地震等をはじめとする集中豪雨・落

雷等の自然災害に備える防災教育の推進や熱中症等の事故防止に努めること。また、万一の場合

の対応が迅速かつ適切に行えるよう災害用備蓄倉庫等の周知とともに、実践的な訓練を含めた体

制を整えること。 

  その際、「学校・幼稚園における災害対応マニュアル（資料）」や平成３０年７月以降に作成

の「地震における緊急対応ガイドライン」、「地震対応マニュアル」等を活用し、全ての教職員

が役割を分担するとともに、学校安全担当者を明確にするなどして、学校安全の推進体制を整備

するよう努めること。 

⑵ 大規模災害の発生時には、避難所が開設されるまでの間、各学校が地域住民の避難先となるこ

ともあるため、地域と連携し、学校の組織体制を整えておくこと。 

  また、日頃から教職員の連絡・参集・配備体制について周知徹底を図るなど、災害に備えた危

機管理体制の確立に努めること。 

⑶ ６月を「子どもの安全確保推進月間」、６月８日を「学校の安全確保・安全管理の日」として、

子どもの安全確保に向けた取組を点検し、子どもに対する安全指導を強化すること。 

⑷ 全ての教職員が子どもの心肺停止に備え、ＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生法を実践できるよう

努めること。 

⑸ 子どもが自他の安全を確保するため、犯罪の被害に遭わないための知識を実践的に理解させる

とともに、日常生活全般における様々な危険に適切に対応できる能力を育むよう「子どものエン

パワメント支援指導事例集」等を活用して安全教育の充実に努めること。 

⑹ 学校・幼稚園・保育所・学童保育室における安全対策の取組が、安全で安心して暮らせる地域

やまちづくりに貢献するものと捉えること。 

⑺ 安全ボランティアの人材確保に当たり、学校便りや学校ホームページにも募集記事を掲載する

など、活動者数の増加に努めること。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 各学校・幼稚園に対し、年度当初に危機対応マニュアルの確認及び更新等を行うよう指

導・助言を行うとともに、６月８日を「学校の安全確保・安全管理の日」として位置付け、

学校安全月間（６月）として、災害時の避難訓練、引き渡し訓練や不審者対応訓練等を関

係機関とも連携して実施した。 

  また、各学校において関係機関と連携した防犯教室等を実施し、児童・生徒の安全確保

や危機回避の意識向上に努めた。 

  地震等の災害及び事件・事故を想定し危機管理マニュアルの確認及び更新等を行い、各

学校・幼稚園で危機管理マニュアルに従い、実際に職員が動ける体制にあるか訓練の実施

を指示した。 
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⑵ 通学路の安全確保として、島本町全体の「子ども安全マップ」を作成し、各学校等に掲

示することで、危険箇所や交通安全等について注意喚起を図った。また、学校・保護者・

警察・町都市創造部等とともに、引き続き通学路の安全点検について協議した。 

  幼稚園及び保育所では、消防設備や電気設備の点検を行うとともに、子どもが安心して

活動できるよう定期的に遊具の点検を行った。 

 

⑶ 安全ボランティアへのなり手が減少しており、自治会単位でローテーションを組む地区 

においても新規人材確保は急務であり、町広報及び教育委員会ホームページで安全ボラン 

ティアの募集を行い、新規登録者の拡大を図った。また、安全ボランティアに対し、見守 

り活動時に着用いただくアクティブコート、ブルゾンを適宜、交換・貸与した。またより 

多くの方の協力が得られるように、「ながら見守り」を周知した。 

 
【安全ボランティアの登録者数(人)】 

 

 

 

評 価 

① 各学校の学校安全計画・防災教育計画に基づき、計画的に各種避難訓練等が実施され

た。学校における防災訓練を、地域の協力も得ながら実施する学校もあり、より実践的

かつ効果的な防災訓練が実施された。 

② 関係機関と連携した通学路安全点検により、危険箇所を確認し、安全確保についての

共通認識が図られた。 

③ 各地区の安全ボランティアの方々にご協力をいただき、児童・生徒の登下校の安全確

保に繋がった。 

今後の課題 

① 児童・生徒に対する防災教育の推進に関して、子どもたちが「主体的に行動する態

度」を育成するよう訓練等を含めた充実に努める。また、学校・幼稚園・保育所と地域

・家庭が連携した実効性のある訓練実施を追究するとともに、起こり得る様々な災害及

び非常変災を想定した危機管理マニュアルや防災計画を定期的に見直す必要がある。  

特に、児童・生徒が登校後の警報発令時の対応（児童・生徒の下校措置）について、

見直し及び周知を行い、緊急時の体制（初動を含む）を確認する必要がある。地震マニ

ュアルについては、学校教育の中で場面に応じた対応ができるように、毎年見直しを必

要とする。さらに、集団下校が実施できない場合の児童の引渡し等の方法を各学校で実

施しているが、あらゆる場面を想定した非常変災に備える必要がある。 

各学校においては、防災教育、減災・縮災について各教科の中で関連付けて教えるこ

とができるように、防災教育全体計画一覧表や教科における防災教育計画表等を作成す

る必要がある。 

②  児童・生徒に対して、日常生活及び学校生活の場で、いざという時に判断し、行動で

きるような安全確保や危険回避の能力育成を積極的に進める必要がある。 

③ 引き続き、町ホームページや学校だより、町内の各組織の会議や事業所等において、

募集のお知らせを掲載及び配布し、ボランティア登録者や「ながら見守り」の協力者の

確保に努め、より効果的な見守り活動や組織的な取組が必要である。 

 
 

 

 

 

年 度 H30 R1 

総人数 39 51 
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【３】教職員の資質向上と服務の徹底 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 校長は、年度当初に教職員に対し教員の指導力の向上を目途に、とりわけ授業改善等

の教科指導や生徒指導、学級経営等に関する研修目標及び計画を明確に示す。また、職

員全体で自校の教育課題を確認、共有するとともに、研修目標に沿った校内研修を計画

的に実施する。 

⑵ 首席、指導教諭をはじめ学校運営の中心となるスクールリーダーの育成に努めるとと

もに、初任者をはじめ教職経験年数の少ない教職員の資質の向上を図るため、日常的な

ＯＪＴを中心とした支援をはじめ、学校全体で組織的、総合的かつ継続的に取り組む。 

⑶ 「教職員の評価・育成システム」は、年間スケジュールを遵守し、円滑かつ適切に実

施する。 

⑷ 校外の研修に参加した際には、必ず文書により復命するとともに、職員会議や各種委

員会等の場で報告を行い、関係職員に成果を還元する。 

⑸ 不祥事発生を予防し、未然防止を図るため、年度当初及び適宜服務規律の遵守や生徒

指導体制のあり方について教職員全体で確認を行い、周知徹底を図る。 

⑹ 行政文書や個人情報を適切に管理することはもとより、コンピュータでの情報の処理

に当たっては、情報の漏洩が生じないよう、電子情報や記録媒体の特質に応じた万全の

対策を講じる。また、教職員一人一人の自覚を促すための研修を実施する。 

⑺ 教職員間及び子どもに対するセクシュアル・ハラスメント等は重大な人権侵害である

ことを踏まえ、指針に基づき相談窓口となる教職員を指定するとともに、必ず文書で明

示し、教職員全体で共有する。 

⑻ 組織のリスクマネジメントについての理解を深め、教職員が基本的な姿勢を身に付け

ることを目的とする研修を実施する。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 指導力不足等の教員については、その状況を的確に把握のうえ、教育委員会とも十分連携しな

がら研修等の支援を行うこと。 

⑵ 学校・幼稚園においては、研修計画の策定に当たって、長期休業期間を積極的に活用すること。

また、ＩＣＴ活用や学力向上、生徒指導関係等、今日的課題に十分留意したテーマの設定を行う

こと。 

⑶「教職員の評価・育成システム」について、管理職は制度の趣旨を十分説明するとともに、それ

ぞれの教職員が自らの意欲・資質能力向上のために具体的な目標を設定できるよう支援すること。 

⑷ 大阪府教育庁作成の「不祥事予防に向けて」及び「体罰防止マニュアル」の携帯について、臨

時的任用者を含む全教職員に義務付けるとともに、それぞれの研修を実施すること。また万一、

教職員の服務義務違反が生じた場合は、速やかに、かつ的確に事実関係を調査・把握し、教育委

員会に報告すること。 

⑸ 教職員に、条例、規則で定められた勤務時間を遵守させるとともに、教育・保育に携わる公務

員として、保護者・住民から誤解を招くことのないよう職務に専念するよう指導すること。 

⑹ 教職員の兼職・兼業については、地方公務員法及び教育公務員特例法の定めを遵守し、事前に

所要の手続を経ること。 

⑺ 学校・幼稚園・保育所・学童保育室における様々な危機管理について、リスクを最小限に抑え

るため、大阪府や町が作成した資料等を活用するとともに、周知のみに留まらず適宜訓練や研修

等を実施することにより全教職員の共通理解を図ること。 

⑻ 教職員の「働き方改革」や健康管理の観点から、長時間勤務の一層の縮減を図る必要がある。

その一つとして、夏季休業日中及び冬季休業日中において学校閉庁日を設定し、原則として児童

・生徒の登校及び部活動を禁止するとともに、業務の休止を行うこと。 
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点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 初任者と転任者に対しては、着任式において改めて服務を認識させた。 

  また、教職員の資質向上、各校の課題改善に向けて実施する校内研修は、年間を通じ計

画的に実施するよう指導した。 
 

【町教育委員会主催研修実施状況】 

 令和元年度の町教育委員会主催研修内容 

   ・人権教育研修 ・生活指導研修 ・学力向上研修 ・外国語活動研修 ・道徳教育研修  

・キャリア教育研修 ・支援教育研修 ・幼小中一貫教育研修 ・保幼小連携教育研修  

・初任者研修 ・１０年経験者研修 ・食物アレルギー研修 ・保育所・幼稚園合同研修  

・要保護児童対策地域協議会虐待防止研修 ・給食指導に係る研修 

 

⑵ 各学校の首席等がメンバーとなる小中一貫教育推進協議会の事務局会議に指導主事も参

加し、スクールリーダーの育成を進めるとともに、教科研究会に事務局メンバーが推進役

として携わる中で更なる資質の向上を図った。また、近年増加傾向にある初任者をはじめ

とした経験年数の少ない教員のための授業公開を進め、学校間や各学年で共に研修できる

環境づくりに努めた。視察訪問時には、経験の少ない教員の授業参観を行い、学校長と資

質の向上等について協議の場を持った。 

 

⑶ 校長が設定する年度当初の学校経営方針を踏まえ、教職員各自が目標設定を行い、自己

申告書の提出、授業アンケート、校長による授業見学、面談等を円滑に実施することで、

教職員の職務に対する意欲向上及び指導力向上を図った。 

 

⑷ 校外における研修会等に参加した際には、学校長まで簡潔な報告文書により復命するこ

ととした。同時に、可能な限り職員会議等の場で報告し、研修内容が分かる資料を配布す

ることで、研修の成果を全教職員で共有することに努めた。 

 

⑸ 教職員としての綱紀保持のため、学校長に対し年３回の教育長通達を行い、各学校での

職員会議や校内研修等の中で不祥事予防について周知が図られたことで、教職員が確かな

自覚の下、行動できた。 

 

⑹ 幼稚園・保育所で作成される文書や個人情報を適切に管理し、徹底を図るためには組織

全体で取り組む必要があり、各学校においては、情報管理に関する委員会を設置し、マニ

ュアル等の確認や研修等を実施することで全職員に対し周知徹底を図り、情報の漏洩が生

じないように努めた。 

 

⑺ 各学校の相談体制に求められる要件、職員への周知方法や相談対応の在り方、町教育委

員会としての対応等について、「島本町立学校における教職員間セクシュアル・ハラスメ

ントの防止及び対応に関する指針」及び「島本町立学校における教職員による児童・生徒

に対するセクシュアル・ハラスメントの発生防止に関する指針」を職員会議等だけでなく、

職員室内での掲示や文書回覧等の方法で文書明示することで教職員への周知徹底を図ると

ともに、各学校の相談窓口担当者を明確に位置付けることで、セクシュアル・ハラスメン

トの発生防止に努めた。 

 

⑻ 会議や研修を通して、過去の事例から危機の発生の原因等を分析し、危機の予知・予測

に努め、危機管理体制の見直しを行った。また、未然防止に向けて、児童・生徒等の状況

を把握するためアンケート等を実施するとともに、施設・設備に関する定期的な点検や各

種訓練を実施した。 
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評 価 

① 教職員のニーズを様々な委員会を通して把握し、現状の課題に則した研修会を実施し

たことで教職員、特に若年層教員の指導力向上につながった。 

② 学校運営の中心となるミドルリーダー育成のため、５年目以上の教職員を校務分掌で

はチーフ等に充て、組織を動かす経験を積むことができた。また、初任者をはじめ教職

経験年数の少ない教職員の資質向上のため、学習会や研究会が多く行われた。 

③ 「教職員の評価・育成システム」においては、全ての学校で本システムを適切に運用

しており、校長が教職員一人一人と定期的に面談を行うことで、教職員の目標や進捗状

況等を把握しながら、適切なアドバイスを行い、業務に対する意欲向上や資質向上を図

ることができた。 

④ 教職員の綱紀保持について、マニュアルや通知の周知のほか、日常的な啓発や校内研

修等の実施により、不祥事予防や体罰等の防止に努めた。 

⑤ 個人情報の取扱いについて認識を高め、情報管理や情報処理について、研修等を実施

し、教職員一人一人の自覚を促した。 

⑥ 年度始めや各学期の始めに、人権侵害であるセクシュアル・ハラスメントやパワーハ

ラスメント防止のために相談窓口を確認し、文書や掲示等で意識を高めた。 

⑦ 危機管理は学校運営おいて重要であることを全職員で共有し、ヒヤリハット報告の実

施等で意識を高め、また研修を通して実際にリスクマネジメントについて理解を深め

た。 

今後の課題 

① 学校組織の中核を担うべき世代（４０歳代）の教員が少ない状況であるが、今後の教 

職員構成からすると、３０歳代より、首席等の役割を明確に位置付け、次期管理職候補 

としての育成が急務であり、若年層教員の中からミドルリーダーとなる人材の育成を目 

的として、ＯＪＴを含めて若年層教員の指導力向上に向けた教職員研修や研究授業等の 

充実に引き続き努めていく必要がある。 

② 経験年数が少なくても実力のある教員に対しては、「評価・育成システム」における

面談等の機会を活用し、首席や指導教諭への登用を呼び掛け勧めることが急務である。 

③ 個々の教員が研修等で獲得した知識を広く、他の教員と共有するため、校内委員会で

の報告や校内外研修会での発表の機会を増やしたり、資料を有効に活用したりする場面

を増やすことが必要である。 

④ 不祥事等問題事案が発生しないよう、日頃から教職員に対し、行政上、また刑法及び

民法上の責任が伴うことを再確認させる機会を増やすとともに、効果的な研修方法を工

夫したり不祥事予防チェックリストの活用等を心掛けたりするなど、教職員一人一人の

危機管理意識の更なる徹底を図る必要がある。 

  個人情報の管理について、再度見直しが必要であり、書類提出に関わっては、複数の

目でチェックし、確認する体制を整えることが必要である。 

⑤ 個人情報の管理について、再度見直しが必要であり、書類提出に関わっては、複数の

目でチェックし、確認する体制を整えることが必要である。 
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【４】快適な教育・保育環境の整備 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 学校・幼稚園・保育所・学童保育室施設の改修、整備については、年次計画及び当該

年度の改修計画に基づき実施する。年次計画については長期的視野に立ち、定期的に精

査を行う。 

⑵ 児童・生徒数の増加傾向や保育所・認定こども園の需要の高まっていることに伴い、

必要な教室や保育所等の確保及び整備の計画を策定し、運営に支障がないように順次整

備に着手する。 

⑶ 学校事務職員の事務連絡会に引き続き教育総務課職員が定期的に参加し、情報交換と

課題の共有を行う。また、課題の解決を通じて相互の協力関係を強化するとともに、効

率的で組織的な学校経営支援体制の構築及びより計画的な予算執行に努める。 
[本年度の指示事項] 

⑴ 第一小学校においては、第四小学校との親子給食実施に向け、給食室改修工事を行うこと。 

⑵ 第三小学校においては、Ａ棟建替え工事を進めるため、仮設校舎の設置や各種手続等を進める

こと。 

⑶ 第二中学校においては、外壁及び屋上防水改修工事を行うこと。 

⑷ 中学校において、次期学習指導要領を見据えて、タブレットパソコン等のＩＣＴ機器を整備す

ること。また、コンピューター室のパソコン等を更新すること。 

⑸ 各学校の事務部門強化と学校経営の充実を目指して、学校事務の共同実施の取組を引き続き進

めること。 

⑹ 「保育基盤整備加速化方針」に基づき、第四保育所の耐震対策並びに就学前児童の待機児童対

策として、民間小規模保育事業所２か所、水無瀬神宮境内の民間保育園の開設、第二幼稚園・第

四保育所跡地での民間認定こども園整備、第四保育所移転新築など、保育施設の整備を進めるこ

と。また、現第四保育所の代替施設としてふれあいセンターの改修、他園での児童の受入れを進

めること。 

⑺ 全国的に保育士確保が困難な中、民間及び町立保育所で派遣保育士を活用すること。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 保育所、幼稚園、小中学校及び学童保育室において、計画的に改修や修繕を行った。 

保育所においては、主に第二保育所の便所改修工事、空調更新工事等を、幼稚園におい

ては、第一幼稚園通用門等の改修工事を実施した。 

小中学校においては、第四小学校との親子給食実施に必要な第一小学校給食室の改修工

事、経年劣化した第二中学校校舎外壁及び屋上防水の改修工事を実施した。また、第三小

学校Ａ棟の建替工事のための仮設校舎の設置を完了し、建設工事に着手した。 

  また、次期学習指導要領に対応できるよう、中学校の普通教室にプロジェクター及び１

クラス分のタブレット端末を整備するとともに、コンピューター室のパソコンの更新を行

った。 
  

⑵ 町内各所での宅地開発等による保育ニーズの増加への対応や待機児童の解消を図るため、

「島本町保育基盤整備加速化方針」に基づき、民間保育所１園及び小規模保育事業所２園

を新たに開園した。また、未耐震である第四保育所の耐震対応を進めるため、ふれあいセ

ンターに第四保育所を一時移転するとともに、新施設の実施設計業務を行った。 

 

⑶ 事務連絡会に教育総務課職員が参加することで、情報交換や課題共有することが可能と

なり、相互の協力関係を保つことができた。 
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評 価 

① 第三小学校Ａ棟建替事業を進めることができた。また、第一小学校と第四小学校の親

子給食実施に係る整備を完了するほか、小中学校の施設や設備の老朽化により発生して

いる不具合について、予算の措置状況や緊急度により優先順位を付け、改修に取り組む

ことができた。幼稚園・保育所では、年次計画を踏まえた上で、当該年度の改修計画に

基づき必要箇所の改修に取り組むことができた。 

②  学校事務職員と教育総務課職員が予算活用に関する情報を共有することにより、適

正な学校予算の執行が図れた。 
③ 「島本町保育基盤整備加速化方針」に基づき、保育基盤の拡充及び第四保育所の耐震

対応を進めることができた。 

今後の課題 

① 限られた財源の中で、町の公共施設全体の効率的な整備を進めるために、今後も改修

等が必要な箇所を的確に把握し、計画的に学校施設の維持管理を図っていく必要があ

る。 

② 「島本町保育基盤整備加速化方針」の円滑な推進のため、利用者や近隣住民等関係者

に丁寧な説明を行うとともに、施設整備後に計画する児童数を受け入れるため、全国的

に不足している保育士等を十分に確保する必要がある。 

③ ＩＣＴ機器の整備については、国の「ＧＩＧＡスクール構想」（ Global and 

Innovation Gateway for All）に基づき、児童・生徒一人一人に、個別最適化された学

習環境を提供できるよう、さらなる機器の整備を進めるとともに、運用、授業での活用

等を進めていく必要がある。 
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Ⅲ 生涯学習の推進 
 

【１】青少年健全育成の推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 各種事業において、参加者の満足度や具体的な成果がわかるようアンケート調査等を

実施し、事業内容の充実を図る。 

⑵ 「青少年人権教育事業」について、参加者が人権問題を身近にとらえることができる

よう、事業の運営全般において工夫し、生涯学習における人権教育の推進に努める。 

⑶ 「親子体験学習」について、体験学習を通して親子の絆を深めるとともに、家庭教育

の支援に繋がるよう工夫する。 

⑷ 家庭の教育力、地域の教育力の向上を図るため、学校、保護者、各家庭を取りまく地

域の大人たちが連携するネットワークづくりに努める。 

⑸ 青少年活動の活性化を図るため、各関係団体における課題解決に向けた連絡調整に努

める。 

⑹ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、子どもが参加しやすく魅力のある

内容となるように努める。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 「親子体験学習」について、これまでの実績やアンケート結果を踏まえて、夏休みを中心に、

より参加しやすい事業編成に取り組むこと。 

⑵ 青少年健全育成大会について、前年度から「夏休みの子どもの居場所づくり事業」に位置付け、

開催時期及び開催内容の刷新に取り組んだ。刷新後の成果と課題を検証し、更なる内容の充実に

努めること。 

⑶ 成人祭について、引き続き円滑な運営に努めるとともに、課題の把握と改善に取り組むこと。 

⑷ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、引き続きこれまでの取組で得た意見などを

検証し、事業内容の工夫・改善に努めるなど、魅力的な事業展開に取り組むこと。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 各種事業において、アンケート調査を実施した結果、参加者の満足度も、概ね「大変良

かった」、「良かった」と好評を得ている。 

また、アンケート調査を実施していない事業については、参加者や講師などへヒアリン

グを行い、状況把握に努めた。 

 

⑵ 青少年人権教育事業では、参加者だけでなく、各講師等に対しても各種事業を人権文化

センターで実施する意義や、豊かな体験が人権意識に繋がることを説明することにより、

認識の共有を図り、人権意識の向上に努めた。 

 

⑶ 家庭教育の支援を目的に、夏季休業中に「親子で勾玉づくり体験！」を開催した。親子

で共有できる時間を持ち、一つのことに取り組む事ができた。 

 

⑷ 家庭や地域の教育力の向上を図るため、学校、保護者、各家庭を取りまく地域の大人た

ちが連携するネットワークである「いきいき・ふれあい教育事業実行委員会」の運営を支

援した。 

  また、いきいき・ふれあい教育事業の課題として、各部会や推進会議で部会の統合など

について検討を進めた。 
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⑸ 青少年活動の活性化を図るため、各関係団体と日常的に連絡を取り、活動の内容や課題

の把握に努めるなど、団体の運営を支援した。 

 

⑹ 引き続き、夏休み子どもの居場所づくり事業全体と学校行事、地域行事等とのスケジュ

ールについて工夫し、子どもが参加しやすい開催の仕方になるよう努めた。 

  また、その内容についても、子どものニーズと社会のニーズ両面から検討し、周知や参

加方法についても検討を重ねた。 

 
【青少年人権教育事業参加者数(人)】 

年度 

事業名 
H30 R1 

親子で勾玉づくり体験！(親子の交流) 

145 

(63世帯) 

※3回開催 

139 

(57世帯) 

※3回開催 

親子でクリスマス☆イルミネーションづ

くり体験！（親子の交流） 

31 

(14世帯) 
中止 

学習支援の場 延1,208 延1,057 

 毎週木曜日(学校の休業中は除く) 延867 延845 

 夏休み学習支援の場スペシャル☆ 延341 延212 

書道教室(文字の意味から人権を学ぶ) 延113 中止 

手話教室(手話の習得と人権を学ぶ) 延40 延86 

アート教室(豊かな感性を培う) 延114 延107 

生花教室(子育て体験交流) 延152 延108 

計 延1,803 延1,497 

  ※ 令和元年度は、町立人権文化センター給排水管等改修工事のため、親子でクリスマス☆イル

ミネーシヨンづくり体験！及び書道教室の開催を中止している。 

令和２年３月以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施を見合わせた。 

 

【人権教育推進事業等参加者数(人)】 

年度 

事業名 
H30 R1 

識字学級 延96 延87 

※ 令和２年３月以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施を見合わせた。 

 

【解放子ども会活動の参加者数(人)】 

年度 

事業名 
H30 R1 

解放子ども会活動 延133 延91 

※ 児童・生徒の学習活動の推進と活動の取組の支援を行った。 

令和２年３月以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施を見合わせた。 
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【いきいき・ふれあい教育事業実行委員会】 

年度 H30 R1 

構成団体数（団体) 36 26 

家庭教育支援部会 

参加者数（人) 

延907 

(6校3園2所) 

延606 

(6校2園2所) 

地域交流部会 

参加者数（人) 

延4,454 

(6校4園2所) 

延4,135 

(6校3園2所) 

広報部会 

いきふれだより（広報紙）の発行（回) 
1 1 

子ども安全・育成部会(回) 

部会 5 

パトロール 1 

講習会 1 

部会 4 

パトロール 1 

  ※ 構成団体数について、平成３０年度までは単位校の教職員と保護者を分けて計算していたが、

名簿上は１団体として推薦されるため、計算の仕方を見直し、２６に変更している。 

 
【「こども１１０番の家」運動登録件数(件)】 

年度 H30 R1 

登録件数 309 294 

 
【青少年健全育成イベント参加者数(人)】 

年度 

事業名 
H30 R1 

青少年健全育成大会 延 441 延 560 

成人祭 

対象者数 292 279 

参加者数 247 233 

参加率（％） 84.6 83.5 

 

【旧町立キャンプ場】 

これまで生涯学習課が担ってきた、旧町立キャンプ場における凍結防止のための給水設備の開栓

・閉栓作業等維持管理に係る業務について、引き続きおおさか環状自然歩道の設備として存続する

トイレを所管するにぎわい創造課に引き継ぐとともに、敷地内の安全点検に努めた。 

 

評 価 

① 青少年人権教育事業の各種事業については、概ね学習や家庭教育を支援することがで

きた。また、夏休み学習支援の場スペシャル☆においては、前半の学習支援の場の参加

者に優先して整理券を配布することで、後半のイベント参加へ誘導することができた。 

② 青少年健全育成大会は、主管する青少年指導員協議会と検討を重ね、回数等内容の充

実と、整理券の配布方法を工夫し、より多くの方に滞りなく参加してもらうことができ

た。 

③ いきいき・ふれあい教育事業では、役員等と事務局が協議を行い、効果的な実行委員

会にするため、実行委員の負担軽減等のために、部会の統合について次年度に改正でき

るよう事務を進めることができた。 

④ 旧町立キャンプ場は、おおさか環状自然歩道に隣接しているため、通過するハイカー

の安全確保が必要であり、閉鎖後も安全管理に努めることができた。 

今後の課題 

① 夏休み学習支援の場スペシャル☆のイベントについて、昨年は２つの同じ内容を２回

ずつ実施した。好評を得ている内容に絞り回数を増やしたことでスムーズな開催となっ

たが、より社会のニーズにあった内容を模索する必要がある。 

② 青少年健全育成大会で、アンケート等で見えてきた開催のスケジュールや整理券の配

布方法等のニーズについて解消できるよう、引き続き主管する青少年指導員協議会と検
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討する必要がある。 

③ いきいき・ふれあい教育事業では、総会で部会の統合が承認された際には、スムーズ

に事業や部会が開催されるよう、事務局としてガイドの仕方や新しく発生する可能性が

ある課題について注視する必要がある。 

④ 旧町立キャンプ場については、設備の撤去が完了するまでは、生涯学習課が所管する

ため、引き続き安全管理に努めるとともに、施設の撤去に向けて必要な事務を進められ

るよう準備する必要がある。 
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【２】文化財保護の推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 町指定文化財の指定等を進め、これらを活用した各種事業を展開し、文化財の保護及

び啓発に努めるとともに、地域の活性化を図る。 

⑵ 埋蔵文化財包蔵地内・包蔵地外での開発に伴う調査を実施し、遺跡の記録保存と保護

に努める。 

⑶ 歴史文化資料館を拠点に、郷土を中心とした歴史・考古・民俗等に関する資料の調査

を実施し、保存に努めるとともに、展示資料の充実を図る。 

⑷ 歴史文化資料館において、資料の展示や活用を行い、住民の郷土理解と文化的向上を

図る。 

⑸ 歴史文化資料館及び史跡桜井駅跡について、管理運営に支障のない範囲で、団体によ

る使用を許可し、保存と活用の両立を図る。 

⑹ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、子どもが参加しやすく魅力のある

内容となるように努める。 
[本年度の指示事項] 

⑴ 水無瀬神宮所有の国宝２点の複製完成に伴い、これを歴史文化資料館を代表する展示物として

位置付け、関連する企画展や講演会に取り組むこと。 

⑵ 新たな町指定文化財の指定等に向けて、調査・研究に取り組むこと。 

⑶ 町内に存在する文化財の周知・啓発に取り組むこと。 

⑷ 歴史文化資料館及び史跡桜井駅跡について、引き続き住民交流の場及び情報発信基地としての

活用に取り組むこと。ただし、施設使用許可に当たっては、一定の要件を満たす団体に限定する

ことや必要に応じて条件を付すなど、各施設の保存と活用を両立するよう、万全を期すること。 

⑸ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、引き続きこれまでの取組で得た意見などを

検証し、事業内容の工夫・改善に努めるなど、魅力的な事業展開に取り組むこと。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 地域の伝統文化の保護及び活性化を図り、町内の貴重な文化財を有効活用し、地域活性

化の支援を行った。特に、町指定文化財「水無瀬駒 関連資料」を通じた地域活性化事業

では、実行委員会が主催する事業を支援し、「水無瀬駒」の啓発と将棋文化の活性化を図

った。併せて、中将棋セットの貸出について、将棋教室を通して周知し、将棋文化の活性

に努めた。 

加えて、水無瀬神宮所有の国宝２点の複製完成に伴い、企画展「水無瀬神宮の社宝」を

開催し、その企画展に関連する講演会を４回、展示解説を２回行った。 

 

⑵ 開発に伴い広瀬・桜井・百山の各地区で埋蔵文化財試掘調査及び発掘調査を実施し、島

本の歴史の解明に努めるとともに、遺跡の記録保存を行った。 

 

⑶ 住民から寄贈を受けた、郷土の歴史に係る民俗資料及び古文書の分類・整理を進め、調

査・保存に努めた。特に、平成３０年度に寄贈を受けた町指定文化財等候補リストの一つ

である「藤井家文書」の整理・分類を進め、「島本町文化財調査報告書第３８集」として、

その目録を刊行した。 

  また、桜井地区の聞取り調査を実施し、桜井地区の民俗文化財の記録保存に努めた。 

加えて、平成３０年度までに実施した尺代・大沢地区の民俗調査の成果を基に、企画展

「島本の神事―尺代・大沢 御頭渡し―」を開催した。 
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⑷ 歴史文化資料館において、所蔵する資料を活用した企画展「水無瀬神宮の社宝」、「鈴

谷瓦窯跡と東大寺」、「島本の神事―尺代・大沢 御頭渡し―」、「むかしのくらしと農

家のしごと」など、各企画展にて様々な資料の展示を行い、住民の郷土理解と文化的資質

の向上を図った。とりわけ、「鈴谷瓦窯跡と東大寺」では、帝塚山大学附属博物館と共催

展示を行い、本町が所蔵する資料に関連する資料を帝塚山大学附属博物館から借用し、展

示資料への理解が一層深まるよう努めた。 

また、「むかしのくらしと農家のしごと」では、各小学校と連携し、事前学習及び事後

学習に係る資料提供や助言を行うなど、連続性のある効果的な学習活動に寄与した。 

 

⑸ 歴史文化資料館の展示や運営に支障のない範囲で、展示室や舞台、正面広場等を住民に

提供し、歴史・文化の情報発信基地として交流・活動する場とした。 

  また、史跡桜井駅跡内の利用者に支障を及ぼさない範囲で、住民に史跡に親しむ場とし

て提供した。 

 

⑹ 将棋教室や歴史文化資料館での体験講座を実施し、伝統文化等をとおして地域における

世代間の交流がなされるなど、子どもが参加しやすい魅力のある事業となるよう努めた。 
 

【土木工事等に伴う埋蔵文化財の届出受領件数(件)】 
年度 

遺跡名 
H30 R1 

包

蔵

地

内 

水無瀬離宮跡 8 4 

源吾山遺跡 0 0 

水無瀬荘跡 7 9 

桜井遺跡 13 21 

桜井御所跡 2 4 

広瀬遺跡 42 49 

山崎西遺跡 0 1 

山崎東遺跡 0 1 

西国街道 2 0 

桜井駅跡 0 0 

御所ノ平遺跡 0 0 

越谷遺跡 0 1 

神内古墳群 0 0 

鈴谷瓦窯跡 0 0 

御所池瓦窯跡 0 0 

広瀬南遺跡 0 1 

青葉遺跡Ａ地点 0 0 

青葉遺跡Ｂ地点 0 0 

広瀬溝田遺跡 0 0 

鈴谷遺跡 0 0 

西浦門前遺跡 0 0 

尾山遺跡 - 1 

小計 74 92 

包蔵地外 140 64 

合  計 214 156 
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【町指定文化財の一覧表】 

号数 名称 指定年月日 

第 1 号 「水無瀬駒 関連資料」 平成21年 4月14日 

第 2 号 「神像（伝 聖徳太子七歳像）」 平成22年 4月 5日 

第 3 号 「宝城庵 薬師如来立像」 平成23年 4月 1日 

第 4 号 「勝幡寺 薬師如来立像」 平成24年 4月 1日 

第 5 号 「勝幡寺 元三大師みくじ関係資料 一式」 平成26年 4月 1日 

第 6 号 「須恵器 大甕」 平成27年 4月 1日 

第 7 号 「若山神社 絵馬」 平成30年 1月15日 

 

【歴史文化資料館入館者数(人)】 

年度 

行事名 
H30 R1 

展示 9,835 9,095 

講演会 101 260 

コンサート 601 604 

小学生民具体験講座 320 314 

その他の催物 34 17 

合  計 10,891 10,290 

  ※ 平成３０年度における「その他の催物」は、体験講座「瓦ストラップ・マグネットを作って

みよう！」（全２回２１人）、体験講座「「ジグソーパズル」で絵馬を学ぶ」（全１回１３

人）である。 

   ※ 令和元年度における「その他の催物」は、体験講座「瓦ストラップ・マグネットづくり」

（全１回６人）、体験講座「瓦拓本体験」（全２回１１人 第１回は台風１９号接近のため中

止）である。 

※ 令和２年３月３日以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、臨時休館した。 

 

【歴史文化資料館企画展の内容と入館者数(人)】 

企画展名 開催日数 延べ入館者数 

「水無瀬神宮の社宝」  44  1.273  

「町内発掘調査成果速報展」  35 1,034 

「鈴谷瓦窯跡と東大寺」  53  1,744  

「水無瀬駒  関連資料」実物展示  1 23 

「島本の神事―尺代・大沢  御頭渡し―」  41 1,032 

「むかしのくらしと農家のしごと」展  

＊小学校見学者数内訳［見学日］  

第一小学校  65人［ 2月 18日（火）］  

第二小学校  94人［ 2月  6日（木）］  

第三小学校  59人［ 2月  7日（金）］  

第四小学校  96人［ 2月 14日（金）］   

４校合計： 314人  

29  1,090  

合  計 203  6,196   

 

【地域伝統文化活性化事業(人)】 

事業名 H30 R1 

「水無瀬駒 関連資料」実物展示 92 23 

伝統文化 将棋教室 延236 延171 

小・中学生等将棋大会 41 27 

合  計 延369 延221 
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評 価 

① 平成３０年度の水無瀬神宮所有の国宝「紙本著色 後鳥羽天皇像（伝藤原信実

筆）」、「後鳥羽天皇宸翰御手印置文」の複製完成に伴い、企画展「水無瀬神宮の社

宝」を開催し、水無瀬神宮所有の国宝を周知するとともに、身近に見ることができる機

会を増やすことができた。 

② 埋蔵文化財試掘調査の結果、桜井地区において新たに五反田遺跡が発見されるととも

に、尾山遺跡の範囲が拡大されることとなった。これにより、周知のなされていない埋

蔵文化財の破壊を未然に防ぐことができた。 

③ 町指定文化財等候補リスト「藤井家文書」の目録を刊行することにより、文化財の記

録保存及び周知することができた。 

④ 国宝の複製展示や共催展示による視点を変えた展示、企画展で展示を行った文化財に

関連する講演会や体験講座など、文化財の有効活用により住民の文化財保護に関する意

識向上が図られた。 

⑤ 桜井地区の聞き取り調査を実施し、記録として保存することができた。また、調査結

果を島本町文化推進委員会で意見を求め、「島本町内文化財目録（無形民俗文化財）」

に反映した。 

今後の課題 

① 町内の考古・美術工芸品・古文書・民俗資料等の調査保存を進める必要がある。平成

２８年度から地蔵盆の調査を始めたが、引き続き、無形民俗文化財（民話・方言・年中

行事等）等の保存・継承が難しい分野について調査を進める必要がある。平成２９年度

は大沢地区、平成３０年度は尺代地区、令和元年度は桜井地区の調査を実施したが、今

後、町内全域に調査を広げていく必要がある。 

② 近年、世代交代等により伝統的な建造物の取壊し等が行われていることから、これら

が滅失する前に、適切に記録保存を実施する必要がある。 

  また、それらの取壊しに伴い、所蔵されている文化財が破棄される前に調査を実施

し、適切に保存していく必要がある。 
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【３】生涯学習活動の推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ 各種事業において、参加者の満足度や具体的な成果がわかるようアンケート調査等を

実施し、住民ニーズに対応した、生涯学習活動の充実を図る。  

⑵ 生涯学習の推進を全庁で共有し、各部局の所管事業を住民が身近に理解できるよう、

年長者学級において取り上げるなど、学習機会や情報の提供に努める。 

⑶ 生涯学習関係団体や各種教室等に関する情報提供を積極的に行い、住民による学習機

会の充実を図る。 

⑷ 学習活動により、文化の推進を主体的に担える人材育成に努め、各種教室等の修了者

が団体づくりを図れるよう支援し、かつ団体の育成に努める。 

[本年度の指示事項] 

⑴ 年長者学級について、その時代にふさわしい社会的能力の向上や世代間の交流を果たすための

継続的な学習を目的としていることから、その本質的意義に立ち返るべく、参加者ニーズを検証

しつつ、引き続き学習内容の刷新に取り組むこと。 

⑵ 各種教室等について、対象となる世代への情報提供の工夫・改善に取り組むこと。 

⑶ 生涯学習関係団体の設立支援について、引き続き各種教室等の修了者に対する支援を中心に、

積極的に取り組むこと。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 「年長者学級」において、前期・後期それぞれアンケート調査を行った結果、参加者の

満足度は、「大変良かった」、「良かった」が、前期は全体の９３％、後期は全体の８８

％を占め、感想欄からは「現実の問題でよく理解できた」、「知らなかった情報を知るこ

とができた」などの記述から、具体的な成果を確認することができた。また、年長者学級

は、毎年内容を変えて行っているが、一方で「年に一度程度は繰り返し同じ内容を設定し

てほしい」といった意見を確認でき、住民ニーズの確認機会とすることができた。 

 

⑵ 各部局で行っている事業について、住民が身近に理解できるよう、「年長者学級」にお

いて講座を開講した。令和元年度は、令和元年６月１３日（木）に生涯学習課職員による

「水無瀬神宮の社宝」、令和元年１１月１４日（木）に都市計画課職員による講座「耐震

化のすすめ～身近な危険をとりのぞく～」、また令和元年１１月２８日（木）に環境課職

員による講座「COOL CHOICEセミナー 省エネでおうちも財布もホッカホカ」、を開催

した。 

 

⑶ 和太鼓教室及び古文書講座にて受講者募集のチラシを作成することで、情報提供機会の

拡充に努めた。 

  また、生涯学習課窓口や歴史文化資料館において、近隣の大学や博物館及び自治体の行

う公開講座等のチラシを配架し、周知に努めた。 

 

⑷ 生涯学習関係団体等に向けて、ふれあいセンターのみならず、水無瀬川緑地公園等の町

内施設や、活動場所が屋外の団体へ利用可能な場所を紹介し、団体の活動支援に努めた。 

  また、「プリザーブドフラワー教室」修了生による生涯学習関係団体「プリザーブド花

の会」の発足に向け、代表者と密に連絡を取り合い、書類作成や広報しまもとを活用した

会員募集方法の紹介等、支援した。 
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【講座教室延べ参加者数(人)】 

場所・年度 

事業名 
場所 H30 R1 

陶芸教室 

ふれあいセンター 

887 777 

民謡教室 243 207 

プリザーブドフラワー教室 212 122 

初めての絵画教室 261 125 

小学生英語教室 297 236 

年長者学級 394 345 

おおさかふみんネット 

(三島ブロック連続講座) 
71 102 

古文書講座 72 73 

少年少女和太鼓教室 
第三小学校 

生涯学習課活動室 

248 210 

和太鼓教室(青年の部) 129 164 

和太鼓教室(一般の部) 431 404 

計 3,245 2,765 

※ 自主的に運営可能な教室等については、自主活動を行う生涯学習関係団体に移行できるよう

支援を行う。令和元年度をもってプリザーブドフラワー教室が生涯学習関係団体に移行した。 

※ 令和２年３月以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、実施を見合わせた。 

 

【文化祭参加者数(人)】 

場所・年度 

事業名 
場所 H30 R1 

島本町文化祭 

ふれあいセンター、

史跡桜井駅跡、町立

体育館（令和元年度

のみ） 

延 13,300 延 9,900 

 

評 価 

① 年長者学級において、町職員による講座を実施することで、生涯学習の推進を全庁で

共有することができた。 

② 「プリザーブドフラワー教室」修了生による、生涯学習関係団体「プリザーブド花の

会」の発足支援等、文化の推進を主体的に担える人材育成に努め、団体づくりを支援し

た。 

今後の課題 

① 既存の文化教室の受講生減少に伴い、新たな文化教室の立ち上げ等、住民ニーズに応

えた事業展開に努める必要がある。 

② より多くの住民が生涯学習活動へ参画していくため、生涯学習関係団体や課主催の文

化教室の紹介冊子を作成し、各団体の連絡先を記載する等、情報提供機会の拡充に努め

ていく必要がある。 
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【４】図書館サービスの推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ ｢島本町子ども読書活動推進のための方針｣に基づき、関係機関と連携し、読書活動の 

推進を図る。 

⑵ ホームページ等を活用し、図書の紹介やイベント情報などを積極的に利用者へ配信し

ていく。 

⑶ 北摂地区における公立図書館の広域利用について、円滑な運営に努める。 

⑷ 各種事業において、参加者の満足度等の具体的な成果がわかるようアンケート調査等

を実施し、住民ニーズに対応した、図書館サービスの充実を図る。 

⑸ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、子どもが参加しやすく魅力のある

内容となるように努める。 
[本年度の指示事項] 

⑴ 「島本町子ども読書活動推進のための方針」に基づき、学校・家庭・地域の連携による状況の

変化に対応した読書環境づくりに努め、読書活動の推進を図ること。 

⑵ 町立図書館に関する情報について、様々な媒体を活用し、配信の充実に努めること。 

⑶ 図書館の広域利用について、他市町相互の連携のもと、円滑な運営に努めること。 

⑷ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、引き続きこれまでの取組で得た意見などを

検証し、事業内容の工夫・改善に努めるなど、魅力的な事業展開に取り組むこと。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ 修理ボランティアの方々の協力による図書・雑誌の修理を定期的（月１回・第１水曜

日）に実施した。 

 ボランティア活動の場として、定期的に図書館内の幼児コーナーで「おはなしかい」、

「わくわくかみしばい」を実施した。また、ふれあいセンター３階第四学習室で春と秋に

「おはなしかいスペシャル」の支援を行った。 

 「島本町子ども読書活動推進のための方針」に基づいて、各学校、各団体等と連携しな

がら、読書活動の推進を図った。 

 大阪府立図書館所蔵の資料の予約について、令和元年２月から従来の来館による窓口で

の受付に加えてメールによる予約受付を開始した。 

 

⑵ ホームページに加え、フェイスブック等を活用し、図書館の情報を発信することにより、

図書館を身近に利用できるように努めた。 

 

⑶ 平成２９年７月から北摂７市３町（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、

摂津市、豊能町、能勢町、島本町）の公立図書館において開始となった広域利用について

円滑な推進を図った。 

 

⑷ 図書館まつり等事業において記述式のアンケートを行い、参加者の満足度等成果を確認

した。 

 

⑸ 「夏は読書だ！図書館へ行こう！」、「落ち葉 ＤＥ アート」といった体験型、参加

型の事業を行うことで、子どもにとって魅力ある事業内容となるよう努めた。 
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【蔵書数(点)】 

年度 H30 R1 

蔵書累計 102,868 104,548 

受入数 

購入数 4,698 4,762 

寄贈数 358 334 

計 5,056 5,096 

※ 蔵書能力(約１０万点)等の制約があるが、適切で新鮮な資料の収集と提供を図っている。 

 

【入館者及び貸出点数】 

年度 H30 R1 

入館者数(人) 121,400 125,085 

貸出点数(点) 302,583 304,026 

貸出点数／入館者(点) 2.5 2.4 

貸出点数／人口(点) 9.7 9.6 

人口(４月１日) 31,167 31,774 

※ 入館者１人あたりの貸出点数＝各年度の貸出点数／各年度の入館者数 

※ 人口１人あたりの貸出点数＝各年度の貸出点数／各年度末の翌日(４月１日)人口 

※ 令和２年３月４日以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、閲覧及び書架へ

の立入を停止するなど利用制限を行った。 

 

 【登録者数】 

年度 H30 R1 

登録者数(人) 12,749 12,444 

うち15歳以下(人) 2,587 2,382 

貸出点数／登録者(点) 23.7 24.4 

登録者／人口(％) 40.9 39.2 

人口(４月１日) 31,167 31,774 

※ 登録者１人あたりの貸出点数＝各年度の貸出点数／各年度末の登録者数 

※ 人口に占める登録者の割合＝各年度末の登録者数／各年度末の翌日(４月１日)人口 

 

【予約受付数】 

年度 H30 R1 

件数(件) 26,206 31,217 

予約点数／登録者(点) 2.1 2.5 

※ 登録者１人あたり予約点数＝各年度の予約受付件数／各年度末の登録者数 

※ 令和２年３月４日以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、利用制限を実施

し資料の貸出は予約資料に限定した。  

 

【幼児・児童向け事業延べ参加者数(人)】 

 場所 H30 R1 

おはなしかい 

町立図書館 

992 808 

わくわくかみしばい 126 117 

おはなしかいスペシャル(はる・あき) 108 120 

※ 令和２年３月４日以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、「おはなしか

い」及び「わくわくかみしばい」の開催は見合わせた。 
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【小学校及び各種団体への貸出状況】 

年度 H30 R1 

団体貸出数(点) 6,318 7,594 

団体数(団体) 151 148 

 

【北摂地区広域利用状況（令和２年３月３１日現在）】  

 

島本町が他市町利用者へ 
貸し出したもの 

島本町利用者が他市町から 
借り受けたもの 

H30 R1 H30 R1 

 人 冊 人 冊 人 冊 人 冊 

高槻市 2,016 6,954 2,226 8,302 1,855 4,082 1,448 3,464 

茨木市 37 149 28 114 176 713 176 705 

摂津市 0 0 3 8 10 22 13 18 

吹田市 1 4 5 14 13 36 6 13 

豊中市 2 3 7 16 9 33 2 10 

池田市 0 0 0 0 0 0 0 0 

箕面市 1 3 0 0 0 0 1 3 

能勢町 0 0 0 0 0 0 0 0 

豊能町 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 2,057 7,113 2,269 8,454 2,063 4,886 1,646 4,213 

 

評 価 

① 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、３月４日以降資料の閲覧や書架への立入り

を停止し、新規の予約受付、図書の返却、予約資料の受渡しのみの業務実施とした。 

② 関係機関の協力のもと「島本町子ども読書活動推進のための方針」に基づき事業を実

施した。 

今後の課題 

① 新型コロナウィルス感染拡大防止の施策について、国等の動向を注視し、適切に対応

していく必要がある。 

② 第四保育所がふれあいセンター内に移動したことに伴い展示室の使用ができないこと

から、事業運営を工夫する必要がある。 

③ 「島本町子ども読書活動推進のための方針」に基づき、学校・家庭・地域の連携によ

る読書環境づくりを進めていく必要がある。 
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【５】スポーツ活動の推進 

令和元年度教育・保育重点目標の内容 

【重点目標】 

⑴ ニュースポーツについて、広く住民へ周知を図り、普及に努める。 

⑵ 総合型地域スポーツクラブについて、地域住民によって自主的に運営され、スポーツ

活動や文化活動による交流の場となるよう、活動場所の確保等の支援を図る。 

⑶ 各小中学校における工事に伴う学校教育施設一般開放の使用制限について、調整を図

る。 

⑷ スポーツ施設や備品等について、適切な維持管理に努める。 

⑸ 各種事業において、参加者の満足度や自主活動の広がり等の具体的な成果がわかるよ

うアンケート調査等を実施し、住民ニーズに対応した、スポーツ活動の充実を図る。 

⑹ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、子どもが参加しやすく魅力のある

内容となるように努める。 

[本年度の指示事項] 

⑴ ニュースポーツを周知するため、定期的に体験教室を開催するとともに、ＰＴＡ行事への協力

等により、ニュースポーツの普及に取り組むこと。 

⑵ 町立体育館の今後の方向性について、役場庁舎の耐震化など優先課題の進捗状況を踏まえ、町

財政との整合性を図りながら、検討を進めること。 

⑶ 町立体育館のトレーニングルームの機器を計画的に更新するとともに、体育室等の維持・補修

に努めること。 

⑷ 「夏休みの子どもの居場所づくり事業」について、引き続きこれまでの取組で得た意見などを

検証し、事業内容の工夫・改善に努めるなど、魅力的な事業展開に取り組むこと。 

 

点検・評価内容 

令和元年度の取組状況 

⑴ スポーツ推進委員が、近畿や大阪府・三島地区等で行われる指導者研修会に参加し、知

識と技術を習得することにより、町内でのニュースポーツ普及に努めた。 

 

⑵ 総合型地域スポーツクラブが地域住民によって自主的に運営され、スポーツや文化活動

における交流の場となるよう、活動場所の確保等の支援を引き続き図った。 

 

⑶ 町立体育館及び学校教育施設を大会使用するスポーツ関係団体等代表者との調整会議を

開催し、団体間の情報交換及び意見交換の場を設けるとともに、活動場所の相互調整によ

る円滑な施設利用を図った。 

 

⑷ スポーツ活動の普及を図るため、トレーニング室の有酸素マシンやアジャストベンチの

更新、冷水器の購入など、体育施設等の整備・充実に努めた。 

 

⑸ 町民スポーツ祭や島本町スポーツレクリエーション祭、夜間ウォーキングといった多く

の町民が参加される事業が中止となったが、実施にあたってはこれまでのアンケート結果

等を参考に事務を進めるように努めた。 

 

⑹ 水泳教室において、定員を前年度に引き続き１５０人とし、また小学校の水泳指導の翌

週に実施することで、小学生の児童が参加しやすくなるよう努めた。 
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【生涯スポーツ振興事業参加者数(人)】 

年度 

事業名 
H30 R1 

町民スポーツ祭 延3,700 － 

スポーツレクリエーション祭 399 － 

夜間ウォーキング － － 

※ 平成３０年度の夜間ウォーキングは、平成３０年９月に発生した台風第２１号の影響でコー

ス上に多数の倒木被害が発生したことにより中止した。 

  令和元年度の町民スポーツ祭は、当日早朝の降雨によりグラウンド状態が不良だったため中

止とした。スポーツレクリエーション祭及び夜間ウォーキングは、新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため中止とした。 

 
【スポーツ教室延べ参加者数(人)】 

年度 

事業名 
H30 R1 

ダブルダッチ 887 829 

バランスボール 224 － 

ソフトバレーボール 294 274 

バドミントン 380 363 

ヨガ 217 245 

ジュニアテニス 507 580 

水泳 637 620 

計 3,146 2,911 

※ バランスボール教室は、平成３０年度で終了した。 

 

 【総合型地域スポーツクラブ しまもとバンブークラブ会員数・教室数】 

年度 H30 R1 

会員数（人） 344 378 

種目数（個） 22 22 

教室数（個） 36 32 

 
【町立体育館利用者数】 

施設名 年度 H30 R1 

第１体育室 
件数（件） 1,201 1,088 

人数（人） 20,697 18,414 

第２体育室 
件数（件） 1,194 1,082 

人数（人） 12,278 11,588 

第３体育室 
件数（件） 1,188 1,098 

人数（人） 14,715 12,209 

トレーニング室 
件数（件） 19,854 21,494 

人数（人） 19,854 21,494 

研修室 
件数（件） 170 118 

人数（人） 2,085 1,486 

計 
件数（件） 23,607 24,880 

人数（人） 69,629 65,191 

※ 令和２年３月４日以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、既に使用申請済み

のものは使用可としたが、自粛要請した。 
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【学校教育施設利用者数】 

○体育館 

施設名 年度 H30 R1 

第一小学校 
件数（件） 404 330 

人数（人） 6,994 6,377 

第二小学校 
件数（件） 182 263 

人数（人） 3,470 4,929 

第三小学校 
件数（件） 492 450 

人数（人） 11,205 10,378 

第四小学校 
件数（件） 644 616 

人数（人） 13,511 11,571 

第一中学校 
件数（件） 544 485 

人数（人） 18,865 15,185 

第二中学校 
件数（件） 281 274 

人数（人） 5,787 5,222 

計 
件数（件） 2,547 2,418 

人数（人） 59,832 53,662 

※ 令和２年３月２日以降、学校の臨時休校にあわせ、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、使用不可とした。また３月２５日以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、既に使用申請済みのものは使用可としたが、自粛要請した。 

 

○グラウンド 

施設名 年度 H30 R1 

第一小学校 
件数（件） 41 46 

人数（人） 1,263 1,275 

第二小学校 
件数（件） 85 68 

人数（人） 3,591 2,655 

第三小学校 
件数（件） 95 64 

人数（人） 3,769 2,589 

第四小学校 
件数（件） 54 108 

人数（人） 2,252 4,664 

第一中学校 
件数（件） 62 58 

人数（人） 8,940 8,070 

第二中学校 
件数（件） 64 44 

人数（人） 3,032 1,502 

計 
件数（件） 401 388 

人数（人） 22,847 20,755 

※ 令和２年３月２日以降、学校の臨時休校にあわせ、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、使用不可とした。３月２５日以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

既に使用申請済みのものは使用可としたが、自粛要請した。 
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【テニスコート利用者数】 

施設名 年度 H30 R1 

東大寺公園 

テニスコート 

件数（件） 2,186 1,890 

人数（人） 17,205 16,374 

第二中学校 

テニスコート 

件数（件） 346 532 

人数（人） 1,952 3,074 

計 
件数（件） 2,532 2,422 

人数（人） 19,157 19,448 

※ 東大寺公園テニスコートは、令和２年３月４日以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点から、既に使用申請済みのものは使用可としたが、自粛要請した。 

また、第二中学校テニスコートは、令和２年３月２日以降、学校の臨時休校にあわせ、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、使用不可とした。３月２５日以降は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点から、既に使用申請済みのものは使用可としたが、自粛要請した。 

 
【水無瀬川緑地公園スポーツ広場利用者数】 

年度 H30 R1 

件数（件） 298 281 

人数（人） 41,073 32,159 

※ 令和２年３月４日以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、既に使用申請済み

のものは使用可としたが、自粛要請した。 

 

評 価 

① スポーツ推進委員が各種研修会に参加するとともに、委員間での指導を行うことで、

競技能力向上に努め、地域に還元することができた。 

② スポーツ系類似団体の連携・交流に向け、団体間の緊密な連絡調整が図られた。 

③ 町立体育館トレーニング室内の機器や館内の設備を計画的に更新することで、設備の

充実が図られた。 

今後の課題 

① 平成２８年度の町立体育館耐震診断業務の結果を踏まえ、役場庁舎の耐震化など優先

課題の進捗状況や町財政との整合性を図りながら、民間の活力の導入や他自治体の状況

なども鑑み、今後の町立体育館の在り方について検討し、また、他のスポーツ施設につ

いても老朽化が進んでいるため、今後の対応について早急に検討する必要がある。 

② 町内のスポーツ活動が推進するよう、各種スポーツ関係団体と連絡調整や情報提供な

どの支援に努める必要がある。 
 

 

 

 


