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島本町の概要 

 島本町は、大阪府の北東部、京都府との境にあり、木津川・宇治川・桂川が合流する淀川右

岸に位置し、東は淀川を隔てて枚方市及び京都府八幡市と相対し、南と西は高槻市、北は京都

府京都市・長岡京市・大山崎町に隣接しています。町域の約 7 割を山岳丘陵地が占め、かの天

王山の南側に広がる平坦地に市街地を形成しています。ＪＲ、私鉄、国道及び高速道路の主要

幹線が、この淀川と天王山とに挟まれた狭小な平坦地に集束しており、大阪と京都の中間にあ

って交通の便が良く、また、豊かな緑や水にも恵まれているため、良好な生活環境にあり、大

規模な住宅開発も進められています。特に昨年は、大東建託株式会社賃貸未来研究所が実施し

た「街のすみここちランキング 2021」において、本町が「住み続けたい自治体ランキング」

で全国１位となるなど、ベッドタウンとして更なる発展を遂げています。  
 

町制施行  

人 口  

世 帯  

位 置  

面 積  

海 抜  

昭和１５年４月１日  

３１，８２１人（令和４年３月末日現在）  

１３ ,９８５世帯（同上）  

東経１３５度４１分、北緯３４度５６分  

１６.８１k ㎡（東西約３.３㎞、南北約８.９㎞） 

最高６３１.４m（釈迦岳）、最低８.５m（淀川）  

町  章  町の花  町の木  

   

嶋本の字体を図案化 山吹（やまぶき） 楠（くすのき） 

わがまちの誇れる教育・保育をめざして 

 島本町教育委員会では、島本町教育大綱（平成２８年１月１２日策定）に基づき、校園所に

対する重点目標及び指示事項を設定し、本町の特色ある教育・保育の達成に向けて様々な取組

を行っています。  

 

 

 

○生きる力があふれる島本っ子を育みます  

 恵まれた自然環境の中で、多くのことを学びながら夢や志を持ち、力強く生きる力を育み

ます。また、人のあらゆる活動の源になる体力を幼児期からしっかりと身に付けられるよう、

子どもの体力・運動能力の向上を図ります。  

○豊かな人間性と確かな学力を培います 

 人を尊重する気持ちや生命、自然を大切に思う豊かな情操を培い、自らを律し、人を思い

やる心を育てます。また、基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれらを活用して課題を解

決するために必要な思考力、判断力、表現力などの確かな学力を育み、学習意欲や学習習慣

を培います。  

○ふるさとを大切に思う心を育て、世界へはばたく力を育みます  

 地域の歴史や文化に親しむことなどを通して、ふるさと島本を大切に思う心を育てます。

また、地域や家庭の中で育まれる自己を認識し、未来へ、世界へはばたく力を育みます。  

○学びが生きがいにつながる生涯学習のまちをめざします 

  生涯にわたって「いつでも・どこでも・だれでも」学び続けられる環境と機会の充実に取

り組み、一人ひとりの生きがいづくりを応援します。また、それぞれの学習の成果を地域や

社会に生かすことのできるまちをめざします。  

○島本町教育・保育に係る重点目標を推進します  

  「地域に根付いた学校・幼稚園・保育所の運営体制の推進」、「安全・安心な学校・幼稚園・

保育所づくり」、「快適な教育・保育環境の整備」など、重点目標を着実に推進します。  

島本町教育大綱  
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島本町教育委員会の構成  
 

教育委員会事務局の組織としごと  

  

 

 

 

教育総務課  入学・転校、通学区域、学校施設、学校安全、

学校保健、学校給食、就学援助、奨学金、教職

員人事、教育委員会表彰、教育委員会議、学童

保育室、放課後児童などに関すること  

教育長   教育こども部  教育推進課  学校・幼稚園指導、生徒指導、進路指導、教育

相談、教育課程、教科書採択、支援教育、人権

教育、教職員研修、学校協議会、学校・園支援

ボランティア、教育センターなどに関すること  

 子育て支援課 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事

業所、地域の子育て支援、家庭児童相談（児童

虐待防止）などに関すること  

 

  

生涯学習課  生涯学習、青少年教育、青少年人権教育、青少

年健全育成、芸術文化、文化財、史跡桜井駅跡、

スポーツ、図書館、歴史文化資料館、体育館な

どに関すること  

教育委員会が所管する予算  

 令和４年度当初の教育委員会が所管する予算は、教育費が約１４億円、民生費のうち約１８

億円の総額約３２億円で、島本町の一般会計予算全体の約２５％にあたります。  

令和４年度一般会計当初予算の目的別内訳

（単位：百万円） 左のうち教育委員会の予算の内訳

教育費 予算額（千円） 構成比

教育委員会費 988 0.1%

事務局費 179,899 12.6%

教育センター費 19,451 1.4%

放課後子ども支援費 141,595 9.9%

小学校費 445,174 31.1%

中学校費 239,743 16.7%

幼稚園費 179,996 12.6%

社会教育総務費 96,901 6.8%

青少年費 7,186 0.5%

文化財保護費 23,320 1.6%

歴史文化資料館管理費 10,151 0.7%

史跡桜井駅跡管理費 3,685 0.3%

生涯学習費 5,046 0.4%

図書館費 41,380 2.9%

スポーツ推進費 36,995 2.6%

教育費合計 1,431,510

民生費 予算額（千円）

児童福祉費（教育委員会所管分） 1,821,799

「その他」は、議会費、農林水産業費、商工費、
消防費、災害復旧費及び予備費の合計

総務費
1,626
13%

民生費
5,345
42%衛生費

1,142
9%

土木費
1,188
9%

教育費
1,432
11%

公債費
1,320
10%

その他
803
6%

一般会計

歳出総額
１２，８５６

 

町の教育に関するしごとは、町長から独

立した行政委員会である教育委員会が担

っています。  

教育委員会は、教育長（１期３年）及び

４人の委員（１期４年）で構成され、合議

により町の教育・保育の基本方針や重要施

策を決定しています。  

教育長・教育委員（令和４年１２月１日現在） 

職 名 氏  名 最初の就任年月日 

教育長 中村 りか 令和 ３年 ４月 １日 

委 員 髙岡 理恵 平成２４年１２月１２日 

委 員 西尾 一実 令和 ２年１０月 １日 

委 員 丸野  亨 令和 ３年１０月 １日 

委 員 細見 知子 令和 ４年１０月 １日 
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■保幼小連携の推進（みづまろキッズプラン３か年計画）  

保育所・幼稚園・小学校が連携協力し、幼児教育の充実を図るとともに、小学校教育への円

滑な移行を図る取組を進めています。具体的には、町内の保育所・幼稚園・小学校の教職員た

ちで組織された保・幼・小連携推進協議会が主体となって、情報交流、課題共有、研修会実施、

連続性のある教育内容の追及等に取り組み、保幼小連携の推進に努めています。  

みづまろキッズプランでは、幼児教育・保育の「遊びや生活を通した学び」と小学校教育の

「主体的に自己を表現する学び」をつなぐことを目的に、アプローチカリキュラム（幼児の興

味・関心や気持ちを大切にした学びと育ちが、小学校生活や学習で生かされて、つながるよう

に工夫された幼児期のカリキュラム）及びスタートカリキュラム（幼児期の遊びや生活を通し

た学びと育ちが発揮され、主体的に自己を表現する学びにつながるように工夫された合科的・

関連的カリキュラム）の作成を進めています。幼児期の教育・保育を通して育まれた資質・能

力を踏まえて小学校での教育活動を実施し、児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かう

ことで、主体的に考える力、他者を尊重する力、多様な人と対話して合意形成を図る力などの

「見えない学力」を育んでいきます。  

 

■英語教育  

 子どもたちに「言語能力」・「コミュニケーション力」・「多文化理解力」など、「グローバル

化」が進む国際社会を「生きる力」を培うため、外国人講師を配置するなどして、英語教育の

充実に努めています。  

 保育所（５歳児）・幼稚園では、定期的に、英語の歌やゲームを通じ、楽しみながら英語コ

ミュニケーション能力の基礎の育成に努めています。また小中学校では、文部科学省教育課程

特例校制度を活用して、小学校１年生から英語の学習時間を確保し、「英語で世界とつながり

を持とうとする子どもの育成」を掲げ、英語教育の充実に努めています。さらに中学校では、

英語能力の向上の一助として、実用英語検定３級以上の受検者に対する受検料補助制度を設け

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

■小中一貫教育の推進  

 小中の円滑な接続と教育内容の充実を図ることを目的とした小中一貫教育基本方針に基づ

いて、義務教育９年間を見通した一貫性・系統性のある教育体制の整備を進めています。異校

種間における子どもたちの交流機会を充実するとともに、一貫教育カリキュラムに沿った指導

計画や指導方法の工夫・改善を行うための合同研修会や研究会を実施し、異校種の教職員たち

の相互理解に努めています。  

これらの取組を通して、校種間等の段差をなくし、子どもたちが不安を感じずに円滑に就学・

進学できるよう配慮するとともに、よりきめ細かな学習指導・進路指導及び生徒指導などが可

能となるようにしています。  
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■支援教育  

本町では、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め

合える共生社会の形成に向け、教育への参加は社会への参加の一つの側面であると認識し、一

人一人の子どもが学校・幼稚園・保育所で安心して過ごすことができるための視点として、特

別支援教育を発展させてきました。町内の保育所・幼稚園・小中学校の教職員たちで組織され

た支援教育研究協議会が主体となり、個別の教育的ニーズのある子どもの学習と参加への障壁

を軽減するための支援を推進するとともに、自立と社会参加を見据え、その時点で教育的ニー

ズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みづくりを進めています。  

 本町では、通級指導教室を小学校４校、中学校１校に設け、支援学級だけでなく、通常学級

に在籍する児童生徒の中でも配慮が必要な子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自

立し社会参加できるよう、包摂的な支援体制を構築していきます。  

 

■子どもたちの安心・安全 

●教育委員会の取組 

子どもたちの通学時などの安全・安心の確保や、犯罪の抑止などを図るため、町内の主要な

通学路２０か所に防犯カメラを設置しています。  

◎子どもの安全に係る情報管理  

子どもの安全に係る緊急事案が発生した際にスムーズに対応できるよう、緊急度を 5 段階に分類した

「緊急対応ガイドライン」と、教育委員会からの情報伝達の流れを示した「関係機関への情報伝達系統

図」を作成しています。そして、通報や情報提供があった場合は、即座に情報の信憑性を確認したう上

で、「しまもとタウンメール」での配信等、関係機関と連携した適切な対応を行っています。  

 

●学校・幼稚園・保育所の取組 

○各学校では、日常の安全指導のほか、警察とも連携し定期的に防犯訓練を実施しています。

また、小学校児童に携帯用防犯ベルを配布し、通学時の安全を高めています。 

○保護者や地域の方々とも協力し、通学路において人通りの少ない箇所や交通事故等に注意

すべき箇所を示した地図を作成、教育委員会で集約し、「島本町子ども安全マップ」とし

てホームページ等で公開しています。  

○安全管理員を日中全ての小学校に配置することにより、登下校の時間だけでなく、学校で

の活動中も危険から子どもたちを守っています。  

○各学校・幼稚園・保育所ごとに「不審者侵入時等における危機管理マニュアル」等を作成

し、緊急時における対応・連絡体制を整備しています。また、教職員が万が一の場合にも

落ち着いた対応ができるよう、定期的に訓練を実施しています。  

 

●地域での取組 

「町立学校及び幼稚園支援ボランティアネット」の安全部門に登録されている方をはじめ、多

くの地域の方々に登下校時などの安全パトロールにご協力いただいています。  

◎「こども１１０番の家」運動  

犯罪のない安全で住み良い地域づくりを推進し、子どもたちの安全を守るために実施している運動で、

町内の多くの方にご協力いただいています。  

また、地域の安全ボランティアなどが防犯に関する情報を共有でき、学校・地域・警察・行政がより

連携して取り組めるよう、地域安全ステーションを各小学校に設置しています。  
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■島本町教育センター学校支援地域本部  

 学校の教育活動を様々な角度から支援する地域の組織として、学校支援地域本部のボランテ

ィアの方々が活動をされています。放課後の学習支援や授業支援、図書館の整備、住民対象の

講演会の実施など教育センター内の事務局が核となって、地域住民の学校に対する支援の輪が

広がっています。  

 

 ■授業支援講師  

 学校の特色を生かし、独自の取組を支援するため、町が採用した支援講師を各小中学校に１

人ずつ配置しています。学校では、支援講師を各教科の授業や外国語活動などにおいて活用し、

各学校のニーズに応じた特色ある教育を推進しています。さらに、各小中学校に学校図書館司

書として１人ずつ配置しています。  

 

 ■自学自習力  

 学校に地域人材の学習アドバイザーを派遣し、児童・生徒に毎日の家庭学習を自力でやり遂

げる力をつけさせるため、島本町教育センター学校支援本部と連携して放課後等の学習支援や

授業支援等を行っています。  

 

■少人数指導  

 児童生徒の学力向上のため少人数での指導を推進し、各教科の基礎をしっかりと習得できる

ようにしています。小学校では主に国語や算数、中学校では数学や英語で、課題別・習熟度別

にクラスや学年を分けた授業を行っています。また、子どもが自らの到達度や興味に合わせて

選択する授業のほか、算数・数学の補充学習も充実させています。  

 

■情報教育  

 GIGA スクール構想により、タブレット端末の整備を行い、多様な子どもたちを誰一人取り

残すことなく、公正に個別最適化された学びや創造性を育む学びをめざします。また、発達段

階に応じて、インターネットを利用する際のマナーなど、情報モラルの育成にも努めています。 

◎環境整備状況  

無線ＬＡＮによる全ての教室でネット接続が可能な学習空間の整備、普通教室へのプロジェクターの

設置、１人１台タブレット端末の配備  

 

■読書活動  

 恵まれた図書環境を生かし、朝学習や授業中に読書時間を設け、全校一斉の読書習慣づくり

やそれに伴う国語力の向上に取り組んでいます。  

また、学校図書館専任職員を配置し、図書室の環境整備を図るとともに、教職員と連携して読

書活動の推進及び図書館教育に係る授業支援を行っています。  

 さらに、町立図書館や読書サークル、学校園支援ボランティアなど地域の方々にもご協力い

ただき、国語科や総合的な学習の時間等において「読み聞かせ」や「ブックトーク」を実施し

ています。  

 

■部活動指導者派遣  

 中学校における部活動の充実を図るため、実技指導等に関する技能を有する指導者を派遣

し、専門的な指導を行っていただいています。  
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◎現在の派遣状況（令和４年度）  

（第一中学校）女子バレーボール部・女子バスケットボール部  

（第二中学校）男女卓球部・男女テニス部・バドミントン部・バレーボール部・野球部・男女バスケ 

ットボール部・技術部  

 

■生徒指導（安定した学校生活）  

児童生徒の問題行動等に対する未然防止及び早期発見・早期対応を推進するため、小中学校

にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを派遣しています。特に、いじめ防止

に関わっては、「島本町いじめ防止等基本方針」に基づき、各学校でも「学校いじめ防止等基

本方針」を策定し、専門家等と連携しながら学校全体でいじめの未然防止・早期対応に取り組

んでいます。また、児童虐待については、関係機関へ速やかに相談・通告を行うとともに、継

続的な連携に努めています。  

 

■進路指導  

 中学校では、進路指導の一環として２年生で重点的にキャリア学習を行っています。様々な

職種ややりがいについて知ることで、確かな職業観を養い、自分自身の将来について前向きに

考える機会を与えることを目的としています。３年生の進路選択においても、上記の経験を生

かし、進学や就職について保護者と連携しながら指導を行っています。  

 

 ■学校協議会  

 地域に根づいた信頼される学校をめざし、学校ごとに学校協議会を設置しています。学校協

議会では地域住民などからなる協議会委員の方々に、各学校の課題や地域の実態を踏まえ、学

校運営全般について幅広い視野から協議していただいています。  

 さらに、島本町教育センター学校支援本部とも密接に連携を図ることで、地域と一体となっ

た学校運営改善を進めています。  

 

■学校教育自己診断  

 児童生徒や保護者の意向を的確に把握し、それを学校教育活動に生かすことを目的に、各小

中学校において「学校教育自己診断」を実施しています。教職員、保護者、児童生徒を対象に

アンケート調査を行い、分析した結果を教育活動に反映させることにより、魅力のある学校づ

くりに努めています。  

 

■学習状況調査  

 児童生徒の「基礎学力の定着」と「学ぶ意欲や家庭学習」の状況について総合的に分析し、

個に応じた学力を向上させるため、小学校６年生と中学校３年生を対象とした全国学力・学習

状況調査、中学校全学年を対象とした「大阪府チャレンジテスト」や、小学校５・６年生を対

象とした「小学生すくすくウオッチ」の結果も併せて児童・生徒の学習状況の実態を把握し、

学習課題や評価・評定の妥当性・信頼性を明確にした上で、各学校の教育課程の編成や学習指

導の改善に生かしています。  

 

■教職員研修の充実  

 教職員が教育・保育に携わる公務員として責務を自覚し、保護者をはじめ地域住民の信頼に

応えられるよう、また、児童生徒に敬愛される豊かな人間性を培うとともに、知識技能や資質

の向上を図るため、大阪府教育センターや各学校等で実施される研修とも連動させながら各種

の研修を行っています。  
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■学校給食   

栄養バランスに配慮した食事を提供し、児童生徒の心身の成長と健康をサポートするととも

に、食事についての正しい理解と望ましい食習慣を養うことを目的に実施しています。衛生管

理の徹底と安全性の確保を最優先に、献立内容の充実と地産地消の推進を図り、安全・安心で

おいしい学校給食の提供と食環境の整備に努めています。また、公共性や経済性も重視し、行

政の管理責任の下で給食調理等一部の業務を民間委託で行っています。  

 

■教育週間  

 学校教育や生涯学習・文化及び生涯スポーツ等に対する住民の関心と理解を深めていただく

ことを目的に、毎年 11 月 1 日から 7 日を「しまもと教育週間」と定め、様々な事業を展開

しています。期間中、各学校・幼稚園では公開授業を実施し、保護者の方だけでなく、広く住

民に学校・幼稚園の活動の様子を見ていただいています。  

 

■島本町教育センター  

 教育センターでは、教育相談をはじめとする児童生徒に関わる相談、適応指導、教職員研修、

町内各学校・幼稚園の活動紹介や作品展示などを行っています。また、三島郡（島本町）教科

書センターとして見本教科書の展示、閲覧、貸出なども行っています。  

・所在地    島本町広瀬三丁目１番３０号  

・開所時間  午前９時から午後５時まで  

・休所日    毎週土曜・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）  

 

●教育相談 

教育相談員が、教育全般・子育ての悩みなど教育についての相談を受け付けています。相談

内容に応じて、より専門的な相談員（スクールカウンセラー）や相談機関の紹介も行っていま

す。相談内容など、利用者のプライバシーに関することは秘密厳守ですので、安心してご相談

いただけます。  

●発達・障害に関する相談  

障害のある児童生徒の自立や社会参加の達成に向け、発達や障害に関する専門の相談員（特

別支援教育相談員）を配置し、相談や発達検査を受け付けています。障害のある児童生徒一人

一人の事情に配慮した教育的支援を行い、集団活動や学習面における困難の改善や克服をめざ

します。  

●個別の療育  

発達相談員が子どもの苦手なところをサポートし、得意なところを伸ばすことで発達を促

し、自立して生活できるように援助します。一人一人に合わせて無理なく発達できるよう自尊

心を育て、自己有用感につなげます。  

●問題行動等に関する相談  

近年、多様化する児童生徒の問題行動等に対し、個別のカウンセリングによる対応を行いま

す。臨床心理に関して専門的な知識と経験を有するスクールカウンセラーが相談を受け付け、

児童生徒の心の回復あるいは正常化を行い、学校生活や家庭生活での心理的安定や健全な人格

の形成を促進します。  

●不登校児童生徒への適応指導（パコ）  

不登校が長期化している児童生徒が再び学校へ登校できることや社会的自立のための適応

指導を行っています。それぞれの子どもたちの状況に応じ、常駐の指導員や大学生・地域ボラ

ンティアなどの指導員が相談相手になり、学習や遊びなどの活動を通して、適応力やコミュニ

ケーション力を向上させ、学校生活への円滑な復帰や社会的自立に向けた支援を行います。  
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■保育所  

 町立保育所では、保護者の就労や疾病などによりご家庭で児童を保育できない場合、保護者

に代わって、０才から小学校就学前までの児童を対象に保育を行っています。預かり時間は、

標準時間認定で月曜日から土曜日までの午前７時３０分から午後６時３０分までとなってお

りますが、時間外保育を行うなど、子育てに関する支援制度を設けています。  

また、園庭の開放や子育て相談を積極的に行い、保護者の交流や子育て情報の提供に努めると

ともに、幼稚園・小学校とも連携し、連続性のある教育・保育ができるよう努めています。  

 

■幼稚園  

 町立幼稚園では、４・５歳児の保育を行っています。恵まれた自然環境の中での遊びや諸活

動を通じ、健やかな体を育むとともに、英語体験活動や地域のボランティアの方とのふれあい

など、体験活動を充実し、豊かな心を育む教育を行っています。  

また、園庭の開放や子育て相談を積極的に行い、保護者の交流や子育て情報の提供に努めると

ともに、保育所・小学校とも連携し、連続性のある教育・保育ができるよう努めています。  

◎預かり保育について  

保護者の方々が子育てにゆとりを持っていただけるよう、子育て支援策の一環として、希望者を対象

に児童をお預かりする「預かり保育」を実施しています。  

 

■学童保育室  

 保護者の就労や疾病などにより家庭での昼間の監護ができない小学１～４年生の児童を対

象に、各小学校内に学童保育室を設置しています。  

学校がある日は放課後から午後７時まで、土曜日や長期休業期間中の平日、学校代休日は午

前８時から午後７時まで開室しています。  

 

■放課後子ども教室推進事業  

 放課後や週末等に安全で安心な子どもの活動場所を確保するとともに、地域ボランティア等

の参画・協力を得て、校庭開放や体験教室等を開催し、子どもたちの体験・交流活動の活性化

を図り、地域社会全体で子どもの豊かな成長を育む、教育コミュニティづくりを推進していま

す。 

 

■家庭児童相談  

 家庭などから、子育てに関する悩み・質問や児童虐待が疑われることについて通告や相談を

受け付ける窓口であり、子どもが有する問題、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、

個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を福祉的な視点から行っており、令和４年１０月に、

１８歳未満の全ての子どもとその家庭及び妊産婦などを対象として、子育てに関する制度やサ

ービスなどの情報提供、様々な悩みや困りごとについて解決に向けたお手伝いをする「子ども

家庭総合支援拠点」を子育て支援課内に開設しました。  

 また、児童虐待事案に対して、大阪府子ども家庭センターなどの関係機関・部局と連携して

対応する地域ネットワークである要保護児童対策地域協議会を運営しています。  
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■青少年健全育成大会  

次世代を担う青少年が、心身ともに健やかに成長できるよう、地域と行政が連携し、青少年

を取り巻く健全な環境を形成することを目的として、青少年指導員を中心に、青少年が参加で

きる企画を実施しています。  

 

■青少年人権教育事業  

 青少年を主な対象とし、町立人権文化センターを拠点に、基本的人権尊重の意識向上につな

がるよう、様々な体験を提供しています。  

 町立人権文化センターを拠点に実施することで、町立人権文化センターに親しみ、学校教育

等の中で具体的な人権学習を受けたり、成長の過程において人権問題に触れたときに、素直な

正しい考えにつながるよう、参加者の意識育成を図っています。  

学習支援の場、親子体験学習、各種教室等を実施しています。  

 

■青少年リーダーの育成  

 青少年関係団体の支援などを通して、青少年活動の核となる青少年リーダーの育成を行い、

地域活動の活性化、地域教育力の向上とともに、青少年の健全育成を図っています。  

 

■いきいき・ふれあい教育事業  

 家庭・地域・学校の総合的な教育力の向上を図り、自立・自己実現、豊かな人間関係づくり

など、子どもに「生きる力」を育むことを目的として、町全体で取組を推進しています。  

 

■二十歳のつどい   

 二十歳の成人に対し、成人としての自覚を促すとともに、二十歳という節目を祝う目的で、

毎年成人の日に実施しています。二十歳の成人の方による実行委員会を組織し、自らの手で企

画・運営しています。  

 

■文化財の保護  

 本町では、平成２０年７月１日から文化財保護条例を施行しました。本条例は、重要な文化

財を町の文化財として指定することにより、町や住民の方々の貴重な財産として保存・保全し、

町の文化の向上と発展に活用することを主な目的としています。文化財や歴史に対する意識と

関心を高めるために、住民共有の歴史文化遺産である文化財等を広く住民の方々に公開してい

ます。  
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■島本町の文化財・史跡  

 

区  分  分野  種別  名  称  所在地  

国指定  
有形文化財  

（国宝）  

美術工芸品  

（絵画）  
紙本著色後鳥羽天皇像 (伝藤原信実筆 ) 

京都国立博物館寄託  

京都市東山区茶屋町  

国指定  
有形文化財  

（国宝）  

美術工芸品  

（書籍等）  

後鳥羽天皇宸翰御手印置文  

 (暦仁二年二月九日 ) 
同上  

国指定  
有形文化財  

（重要文化財） 

美術工芸品  

（書籍等）  

後鳥羽院御置文案文  

 (嘉禎三年八月廿五日 ) 
同上  

国指定  
有形文化財  

（重要文化財） 

美術工芸品  

（書籍等）  

後鳥羽院宸翰御消息  

 (九月廿三日 ) 
同上  

国指定  
有形文化財  

（重要文化財） 

美術工芸品  

（書籍等）  
紙本墨書後村上天皇宸翰御願文  同上  

国指定  
有形文化財  

（重要文化財） 

建造物  

（建築物）  
水無瀬神宮客殿  水無瀬神宮・広瀬三丁目  

国指定  
有形文化  

（重要文化財） 

建造物  

（建築物）  
水無瀬神宮茶室  同上  

国指定  記念物  史跡  桜井駅跡 (楠正成伝説地 ) 桜井一丁目  

国登録  有形文化財  
建造物  

（建築物）  
島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）  

町立歴史文化資料館  

桜井一丁目  

国登録  有形文化財  
建造物  

（建築物）  
水無瀬神宮本殿  水無瀬神宮・広瀬三丁目  

国登録  有形文化財  
建造物  

（建築物）  
水無瀬神宮拝殿及び幣殿  同上  

国登録  有形文化財  
建造物  

（建築物）  
水無瀬神宮神庫  同上  

国登録  有形文化財  
建造物  

（工作物）  
水無瀬神宮手水舎  同上  

国登録  有形文化財  
建造物  

（工作物）  
水無瀬神宮神門及び築地塀  同上  

国登録  有形文化財  
建造物  

（建築物）  
若山神社本殿  若山神社・大字広瀬  

府指定  有形文化財  
建造物  

（建築物）  
関大明神社本殿  附 :棟札 (12枚 ) 関大明神社・山崎一丁目  

府指定  民俗文化財  有形民俗  若山神社「東大寺村おかげ踊図絵馬」  若山神社・大字広瀬  

府指定  記念物  天然記念物  大沢のすぎ  大字大沢  

府指定  記念物  天然記念物  尺代のやまもも  大字尺代  

府指定  記念物  天然記念物  若山神社のツブラジイ林  若山神社・大字広瀬  

町指定  有形文化財  
美術工芸品  

（歴史）  
水無瀬駒  関連資料  水無瀬神宮・広瀬三丁目  

町指定  有形文化財  
美術工芸品  

（彫刻）  
神像（伝  聖徳太子七歳像）  

大阪市立美術館寄託  

大阪市天王寺区茶臼山  

町指定  有形文化財  
美術工芸品  

（彫刻）  
宝城庵  薬師如来立像  宝城庵・桜井三丁目  

町指定  有形文化財  
美術工芸品  

（彫刻）  
勝幡寺  薬師如来立像  勝幡寺・山崎四丁目  

町指定  民俗文化財  有形民俗  勝播寺  元三大師みくじ関係資料  一式  同上  

町指定  有形文化財  
美術工芸品  

（考古）  
須恵器  大甕  

町立歴史文化資料館  

桜井一丁目  

町指定  民俗文化財  有形民俗  若山神社  絵馬  若山神社・大字広瀬  
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■町立歴史文化資料館  

 町立歴史文化資料館の建物は、昭和１６年に国史跡桜井駅跡の記念館「麗天館」として建築

されました。平成２０年からは歴史文化資料館として活用しており、平成２７年には、国の登

録有形文化財（建築物）に登録されました。町の文化の発信拠点、人びとの交流の場として、

歴史資料等の展示や歴史文化に関する講演会のほか、建物の雰囲気を活かしたコンサートなど

のイベントも開催しています。  

所 在 地  島本町桜井一丁目３番１号（ＪＲ島本駅前）  

開館時間  午前９時３０分から午後５時まで  

休 館 日  

毎週月曜日（祝日の時は開館し、翌日に休館）  

１２月２９日から１月３日まで  

特別展示及び企画展示の準備の期間  

入 館 料  無  料  

 

 

■文化教室  

 ふれあいセンターの諸室等を会場に、下表のように、年間を通じて各種文化教室を開講して

います。（※下記は令和４年度の内容です。）  

教 室 名 実 施 日 時  間  受 講 料 定  員  

少年少女和太鼓教室  

（小学生対象）  
第１・３土曜  １５：００～１７：３０ 無  料  ２０人  

和太鼓教室（青年の部） 第２・４土曜  １８：００～２０：００ 無  料  ２０人  

和太鼓教室（一般の部） 第１・３土曜  １８：３０～２０：３０ 無  料  ２０人  

民謡教室  第２・４木曜  １０：００～１２：００ 無  料  ２０人  

陶芸教室  

３か月ごとに  

１ コ ー ス ( ６

回 )※9月末ま

での開催  

火  曜  午前の部、午後の部  月４,０００円 

（ 1 コ ー ス

３ヶ月）  

各コース 

１５人  
金  曜 午前の部、午後の部 

たのしい絵画教室  火曜（原則月１回）  １3：3０～１5：3０ 

１ 回 ５ ０ ０ 円 

初回のみ

5,000円  

（別途材料

代として）  

１５人  

浴衣着付け体験教室  ７月５日（火）／全１回  １０：００～１２：００ 500円  １５人  

ポーセラーツ教室  12月中・全５回  
5,000円  

（材料費込） 
１０人  

トールペイント教室  1・２月／全３回  
4,700円  

（材料費込） 
１０人  

バルーンアートであそ

ぼう！  
１月２２日（日）／全１回  １０：００～１２：００ 無料  １５人  

グラスアート体験教室  １月３０日（月）／全１回  
2,200円  

（材料費込） 
１０人  

古文書講座  未定（2月頃・全３回）  無料  ２５人  

文化教室（小学生英語） 土曜（月２回）  

①  9：00～  9：50 

②10：00～10：50 

③11：00～11：50 

月500円  

①  ８人  

②  ８人  

③  ８人  
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■文化祭  

 文化・芸術に親しむことを通じて、島本の文化を発見し、育むことを目的に、住民からなる

町文化祭事業実行委員会が、住民の皆様による絵画などの作品展示を、毎年１１月３日の文化

の日を中心に開催しています。  

 

■町立図書館  

 読書環境の向上及び資料の充実を図るとともに、おはなしかいをはじめとするイベントを開

催しています。また、学校との連携やボランティアとの協働により、図書館活動の活性化に取

り組んでいます。  

 平成２９年７月から、北摂７市３町による図書館の広域利用を実施しています。  

所 在 地  
島本町桜井三丁目４番１号  

（ふれあいセンター４階）  

 

開 館 時 間  
午前１０時から午後５時まで  

（金曜日は午後６時まで）  

休 館 日  

毎週月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合

はその翌日）、月末（月末の日曜日は除く）、

特別整理期間、  

年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

床 面 積  ９５５㎡（うちフロアー部分７６２㎡）  

資 料 数  

（令和３年度末現在） 

図書  ９９ ,２８６冊  

（うち児童書３３ ,６４４冊）  

視聴覚資料  ８ ,６３８点  

貸 出 点 数  
図書は１０冊まで  

視聴覚資料（CD、DVD など）は３点まで  
貸出期間  ２週間  

    

●図書館講座など 

図書館では、下記の事業を主催するほか、講演会・ライブラリーコンサート、リサイクルブ

ックフェア（除籍資料等の無料配布）など、年間を通して様々なイベントを開催しています。 

 

講座等の名称  会  場  曜  日  時  間  

わくわくかみしばい  

図書館内  

第１水曜日  １５：３０～１５：４５  

おはなしかい  毎週土曜日  １１：００～１１：１５  

赤ちゃんタイム  
土曜日、日曜日、

祝日  
１０：００～１２：００  
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■ニュースポーツの普及  
地域や学校などで気軽に楽しめるニュースポーツの普及を目的に、スポーツ推進委員が町立

体育館などでニュースポーツ体験教室を開催し、実技指導を交えながら紹介しています。  

 

＜ニュースポーツの一例＞  

●キンボール   ●スリータッチボール  

直径１２２ｃｍ、重さ１ｋｇの大きなボー

ルを使用し、１チーム４名、３チームが「ピ

ンク」「グレー」「ブラック」のゼッケンを着  

 

１チーム３人でスポンジボールをラケッ

トで打ち合い、必ず３打目で相手のコート

に打ち返すバレーボールのような島本町発

祥のスポーツです。  用して同時にコート

に入り、「オムニキ

ン」というかけ声の

もと、ヒット・レシ

ーブを繰り返して得

点を競うスポーツで

す。  

  

 ●いたっボール  

 

 コート内の障害物を利用しながらお互い

にスポンジボールを当て合い、自分のチー

ムのフラッグを守りながら相手チームのフ

ラッグをとりにいくスポーツです。  

 
■スポーツイベント  

●町民スポーツ祭  ●スポーツレクリエーション祭  

「町民相互の親睦

と健康増進のため」

をスローガンに、住

民からなる町民スポ

ーツ実行委員会の主

催により毎年１０月

に 開 催 さ れ て い ま

す。 

 

 

 タグラグビー、グラウンドゴルフ、サッ

カー、テニス、ダブルダッチ、バウンドテ

ニス、バドミントン、スリータッチボール、

ソフトバレーボール、ストラックアウト、

ミニバスケットボール、ターゲットバード

ゴルフ、５０ｍタイムトライアル、剣道、

空手道、ニュースポーツなどのスポーツ体

験を町民スポーツ実行委員会が実施してい

ます。  

 

■総合型地域スポーツクラブ「しまもとバンブークラブ」  

 「しまもとバンブークラブ」は、平成１９年に設立された総合型地域スポーツクラブで、平

成２７年４月にＮＰＯ法人となりました。スポーツ活動はもとより、文化活動など多種多様な

教室が用意されているため、年齢、性別を問わず、地域の誰もが気軽に参加できるクラブです。 
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 また、町立小中学校の体育館及びグラウンド並びに町立第二中学校テニスコートは、時間帯

を限定して使用することができます。  

教育委員会事務局教育こども部各課・施設お問合せ先 

教育総務課 075-962-0390   町 立 体 育 館 075-962-1331 

教育推進課 075-962-0391   町立歴史文化資料館 075-961-3411 

子育て支援課 075-962-7461   町立人権文化センター 075-962-4402 

生涯学習課 075-962-6316   教育センター 075-962-4255 

町立図書館 075-962-4364    

●スポーツ施設 

町立体育館 

所 在 地 島本町桜井二丁目１１番２２号   

開 館 時 間  午前９時から午後９時まで 

休 館 日 

１２月を除く毎月末日（ただし、月末日が土曜日

の場合はその前日、日曜日の場合はその翌日）、  

年末年始（１２月２８日から１月３日まで）、  

その他臨時休館日  

使 用 対 象 者 町内在住・在勤・在学の方  

無料開放の日  
毎月第１・第５日曜日（第１体育室のみ）  

 午前９時から午後５時まで 

設   備  第１体育室、第２体育室、第３体育室、トレーニングルーム、研修室  

 

東大寺公園テニスコート 

所 在 地 島本町大字東大寺１９１番地   

使用可能時間  午前８時から午後６時  ※１０月～３月は午後５時まで  

休 業 日 １２月２９日から１月３日まで  

使 用 対 象 者 町内在住・在勤・在学の方  

料   金  ２時間 ８００円  

設   備  ハードコート ２面 

備 考 土曜・日曜・祝日の利用は抽選によります。  

水無瀬川緑地公園スポーツ広場  

所 在 地 島本町山崎二丁目１番  

 

水無瀬川緑地公園スポーツ広場は、曜日等を限定して

専用で使用することもできます。  



 

 

 
（園児・児童・生徒数は令和４年５月１日現在）  

第一小学校 
〒618-0011 広瀬一丁目５番５号  電話 075-961-1193 

ホームページ  http://www.shimamoto-ele01.ed.jp/ 

創立年 明治７年  創立記念日 ３月１日  児童数  ４１２人  

第二小学校 
〒618-0002 東大寺四丁目１６７番  電話 075-961-1195 

ホームページ  http://www.shimamoto-ele02.ed.jp/ 

創立年 昭和３９年  創立記念日 ７月１０日  児童数  ５８９人  

第三小学校 
〒618-0022 桜井二丁目２５番１号  電話 075-962-2521 

ホームページ  http://www.shimamoto-ele03.ed.jp/ 

創立年 昭和４８年  創立記念日 ６月１９日  児童数  ２８８人  

第四小学校 
〒618-0012 高浜二丁目２番１号  電話 075-962-2311 

ホームページ  http://www.shimamoto-ele04.ed.jp/ 

創立年 昭和５６年  創立記念日 ５月２５日  児童数  ６４６人  

第一中学校 
〒618-0014 水無瀬一丁目１９番４号  電話 075-961-1197 

ホームページ  http://www.shimamoto-junior01.ed.jp/ 

創立年 昭和２２年  創立記念日 ４月２１日  生徒数  ４４０人  

第二中学校 
〒618-0002 東大寺四丁目１５０番  電話 075-962-1177 

ホームページ  http://www.shimamoto-junior02.ed.jp/ 

創立年 昭和５２年  創立記念日 ５月２５日 生徒数  ４０２人  

第一幼稚園 
〒618-0015 青葉三丁目１番１号  電話 075-961-6456 

創立年 昭和４６年  創立記念日 ４月３０日  園児数   ８４人  

第二保育所 
〒618-0011 広瀬五丁目２番２２号  電話 075-96１-0960 

創立年 昭和３９年  児童数  １３６人  

第四保育所 
〒618-002１ 百山 4 番 2 号 電話 075-96１-1588 

創立年 昭和５１年  児童数   ８３人  

第一学童保育室 
〒618-0011 広瀬一丁目５番５号  電話 075-962-5408 

（町立第一小学校内）  児童数  １１４人  

第二学童保育室 
〒618-0002 東大寺四丁目１６７番  電話 075-962-5422 

（町立第二小学校内）  児童数  １３３人  

第三学童保育室 
〒618-0022 桜井二丁目２５番１号  電話 075-962-5424 

（町立第三小学校内）  児童数   ７６人  

第四学童保育室 
〒618-0012 高浜二丁目２番１号  電話 075-962-5426 

（町立第四小学校内）  児童数  １９１人  

■編集・発行：島本町教育委員会■ 

〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号  

電話 075-961-5151（代表）  

ホームページ http://www.shimamotocho.jp/ 

町立各学校・幼稚園・保育所・学童保育室一覧 


