
平成 26年度（2014 年度）箕面市教育の概要

（教育委員会の活動の総括）
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Ⅰ 全般的事項

１ 教育を取り巻く環境の変化

近年、科学技術が進歩し、高度情報化、国際化、超少子高齢化が進展する一方で、

地域のつながりの希薄化、ひとり親家庭の増加、子どもの貧困の深刻化、後を絶たな

い児童虐待など、子どもの成長を取り巻く環境は大きく変化している。学校現場にお

いては、不登校等問題行動の低年齢化への対応など、様々な教育課題が山積している。

さらに、ネットワークでつながるグローバルな社会環境を生きていくための、ＩＣＴ

（情報通信技術）教育や外国語教育などが喫緊の課題となっている。

こうした状況の中、国においては、教育の再生を図るため、これまでの教育委員会

制度が抜本的に見直され、平成27年 4月から新教育委員会制度がスタートすることと

なり、総合教育会議の開催及び同会議において教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策の大綱を作成するものとされている。また、「子供の発達や学習者の意欲・

能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築」、「これからの学校教育を担う

教職員やチームとしての学校の在り方」及び「初等中等教育における教育課程の基準

等の在り方」について、中央教育審議会への諮問がなされるなど、教育システム、学

校組織や学習指導要領の改訂に向けた検討が始まっている。一方、大阪府においては、

平成26年 11 月に公立高等学校入学者選抜制度改善方針が出され、目標に準拠した評

価（いわゆる絶対評価）の導入等が示されているところである。

本市の教育環境に着目すると、全国的には少子化の進展とともに、学齢児以下の子

どもの数は減少傾向にあるが、本市にあっては、新市街地である箕面森町・彩都地域

などにおいて子育て世代の定住が進み、学齢児以下の子どもの数が急増していること

が大きな特徴となっている。また、子どもたちの教育を担う市立小・中学校の教員の
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年齢構成は、50代後半の教員が全体の4分の 1を占め、40代から 50代前半の教員が

極端に少なくなっていることから、今後、若手教職員の育成が大きな課題となってい

る。

２ 本市における平成26年度（2014 年度）の重点施策

（１）教育委員会活動

l 教育委員会委員については、平成 25年 4月から、6人の委員のうち、公募委員

が4人を占める委員構成となり、出務日を週2回程度とし、定例会・臨時会のほ

か、教育課題を迅速かつ的確に把握するため、学習会・協議会や教育施設への視

察の機会を増やした。

l 千葉県松戸市の英語教育を視察するなど、先進地の取組を本市の教育施策推進に

生かすとともに、教職員や全中学校区のＰＴＡとの意見交換を行い、教育現場の

実情を把握することに努めた。

l 平成25年度に引き続き、教育委員会の取組について、児童・生徒の保護者だけ

でなく、広報紙もみじだよりに「箕面の教育」と題して毎月発信を行った。

（２）学校教育

l 小学校用教科用図書選定委員会への諮問及び答申等を参考に、慎重な検討・協議

を行い、平成27年度（2015 年度）使用箕面市立小学校用教科用図書の選定及び

採択を行った。

l 小・中学校の9年間を通じ、子どもたち一人ひとりの学力・体力・生活の状況を

経年的に把握・分析し、教員の指導力･授業力を高め、9年間を通して継続的か

つきめ細かい子どもたちの“生きる力”(学力･体力･豊かな心の総合力)の育成を
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進めるための取組として、「箕面学力・体力・生活状況総合調査（箕面子どもス

テップアップ調査）」を引き続き実施し、経年的な比較分析を開始した。

l 教員への授業力・指導力の向上や「箕面子どもステップアップ調査」の活用を図

るため、秋田県由利本荘市に、平成24年度から継続した取組として27人の教員

や指導主事等を派遣し視察を行うとともに、市立小学校の職員1人を1年間派遣

した。学習意欲や思考力・判断力・表現力を育む授業づくり、授業展開のあり方、

学校における組織的な取組などを研修し、平成25年度に策定した「箕面の授業

の基本」をさらに充実させ、「箕面の授業の基本ver.2～実践編～」を作成した。

l 平成27年度から小・中学校全学年の英語教育の本格実施に向け、英語教育を進

めるための英語教育推進プロジェクトを立ち上げ、教員の英語力強化研修や英語

教材の整備、15分授業の試行などを行った。英語に慣れ親しむことから始め、

コミュニケーション能力の育成を目的とした箕面市独自の英語教育の環境を整

備してきた。研修では、英語指導助手や外部からの英語支援員を招き、教職員の

授業力向上に努めた。また、カリキュラムや指導案、ＤＶＤの活用方法を記載し

た箕面市独自の授業案「エンジョイ イングリッシュ」を作成した。

l ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した授業に向けた機器等として、小・中学校全普

通教室に電子黒板及び書画カメラを設置した。また、1人1台タブレット導入に

備え、電子黒板を設置した普通教室及び移動式の電子黒板に無線アクセスポイン

トを設置した。

l いじめの実態を把握するための取組として、学期ごとに実施する記名式の調査に

よる実態把握のほかに、平成24年度から継続して、無記名式による「箕面市い

じめ実態把握アンケート調査」を実施した。「箕面市いじめ防止基本方針」、「学

校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの早期発見・防止対策に取り組むとと
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もに、専用相談電話「いじめ・体罰ホットライン」を設置した。

l 子どもたちの放課後活動の充実のため、従来からある学童保育、自由な遊び場開

放事業及び夏季休業中の子どもの居場所づくり事業に加えて、全児童が自由に参

加できる「活動プログラム」や学習場所の提供などを総合的に実施する「新放課

後モデル事業」を、平成25年度に引き続き、豊川北小学校と中小学校の2校に

おいて試行実施し、試行を通じ、学校、地域団体、保護者、運営受託事業者及び

教育委員会が連携し、活動プログラムの供給量等について検討した。また、今後

も引き続き、全校展開可能な運営内容を構築するため、活動プログラムやスタデ

ィルームの在り方等について、検証を深めていく必要がある。

l 豊能地区の3市 2町において、平成24年 4月から、政令市を除き全国初となる

教職員の人事権移譲を大阪府から受け、平成25年度までの教員採用選考テスト

については、大阪府教育委員会と合同で行い、さらに人事権移譲の目的を達成す

るため、平成26年度からは大阪府教育委員会とは別に、豊能地区3市 2町で豊

能地区公立小・中学校教員採用選考テストを実施した。

l 箕面の教育を担う優秀な人材を確保・育成するために平成24年度に創設した教

員養成セミナー「ぴあ・カレッジ」を引き続き実施した。

l 大阪府の起業支援型地域雇用創造事業を活用し、不登校または不登校傾向にある

児童・生徒に対し、学生サポーターによる学習支援等を行い、不登校など学校生

活に困難を抱える児童・生徒の学力や自尊感情を高め、他者との関係性を深める

ことにより、登校の再開や定着を図った。

（３）子ども施策

l 「箕面市新子どもプラン〔次世代育成支援対策行動計画（後期計画）〕」に基づき、
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児童虐待防止、子どもに関する相談の総合調整機能の向上、子どもの安全に関す

る取組に力点を置くとともに、「箕面市子育て応援宣言」に基づき、子どもたち

の「つながる力」を育むため、家庭・地域・校園所等の連携に取り組んできた。

l 「子育て支援の新展開（案）」に基づき、子育て応援のための私立幼稚園支援策

の実施、子育て応援幼稚園保護者補助金等の支給に引き続き取り組んだ結果、子

育て応援幼稚園が3歳児以上の待機児童解消に大きく貢献した。しかし、一方で、

希望する子育て応援幼稚園に入りたくても入れない状況が発生しているため、平

成 25年 7月策定の「待機児童ゼロプラン Ver.2」に基づき、市立ひがし幼稚園

を子育て応援幼稚園とすべく、平成28年度に民営化することを決定し、運営法

人を選定した。

l 急増する保育ニーズへの対応と待機児童対策として、保育基盤の充実に努めた結

果、平成26年 4月、紅葉（くれは）夢保育園及びアートチャイルドケア箕面を

開設し、同年12月、アスク彩都西保育園を開設した。また、平成27年度からの

子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、私立幼稚園2園が認定こども園に移行

するとともに、認可外保育施設のうち2園が認可保育園に、1園が小規模保育事

業所に、1園が小規模型事業所内保育事業所に、それぞれ移行した。さらに、小

規模保育事業所1園が新たに開設した。

l 在宅で子育てを行っている世帯への子育て支援として、市内3か所に子育て支援

センターを設置し、日常的に集いの場、気軽に相談や情報収集ができる場を提供

しているが、特にニーズの高い彩都・小野原地域を中心に、お住まいの地域で、

気軽に子育て中の親子に楽しくすごしていただけるよう、年度途中に人員体制を

強化し、保育士が地域に出向く「出張子育てひろば」を拡充した。

l 子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」を策定するため、
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箕面市子ども育成推進協議会子ども・子育て支援新制度部会において検討を進め

る中で、平成26年度末をもって計画期間が終了となる「箕面市新子どもプラン

〔次世代育成支援対策行動計画（後期計画）〕」の後継計画としても位置づけるこ

ととし、箕面市の子ども・子育て支援分野の個別計画として「第三次箕面市子ど

もプラン」を策定した。

（４）生涯学習・社会教育

l 「箕面市生涯学習推進基本計画」に基づき、さまざまなことを学ぶ学習機会に対

するニーズ、学んだことを探求し活用するニーズ、学習における人と人とのつな

がりに関するニーズ、自発的な学習への支援などに関するニーズに応えるため、

学習機会の場や成果発表の場を提供するとともに、学んだことをさらに深め、活

用できる場の情報提供に努めた。

l 「箕面市生涯学習推進基本計画」は、平成21年度から平成32年度までの12年

間を計画期間と定めている。期間が長期にわたるため、計画策定時には前期6年

間（平成21年度～平成26年度）に実施する項目を整理している。

今回、平成26年度で前期6年を終えるに当たって、前期の取組状況を点検し、

引き続き実施していくものや追加する項目等を社会教育委員会議において整理

し、後期6年間に実施する項目を定めた。平成27年度から後期実施項目に基づ

き生涯学習に対するニーズに対応していく。

l シニア世代を対象とした「箕面シニア塾」をはじめ、小・中学校、支援学校の子

どもたちを対象とした「ものづくり体験講座」など、幅広い世代の学習ニーズに

応える各種講座を実施し、学習機会を提供した。

l 施設利用者の利便性の向上を図るため、17施設を対象として文化生涯学習施設
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と体育施設を統合した公共施設予約システムを稼働・運用し、安定したシステム

稼働に努めた。

l 身近で使いやすい生涯学習施設の充実を図り、新たな市民間の交流を促進するた

め、引き続き東生涯学習センターの施設改修を行うとともに、慢性的な駐車場不

足を解消するため駐車場の増設工事を行った。

l 図書館について、乳幼児から高齢者まで幅広い世代のだれもが利用しやすい図書

館とするため、中央図書館1階閲覧室等の改修工事を行い、親子連れや子どもた

ちがのびのびできる「にぎやかエリア」と静かに読書が楽しめる「一般エリア」

にフロアを分割し、平成27年 4月 7日にリニューアルオープンした。

l スポーツをする環境を整備し利用者が使いやすい施設とするため、第一・第二総

合運動場の施設不良箇所を改修した。

l 施設・設備の老朽化への対応や耐震性の向上、バリアフリーなどに課題を抱える

西南公民館について、建替も視野に入れた検討を行い、近隣の公園等と調和した

施設再整備を行うため、「箕面市立西南公民館再整備基本構想」を策定した。今

後、基本構想をもとに実施設計を進めていく。
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３ 平成26年度（2014年度）の主な取組と決算

（１）学校教育

取組内容 決算額（千円）
平成26年度

所管課等

・小・中学校の全9学年の全児童・生徒を対象と

した学力・体力・生活状況総合調査（箕面子ど

もステップアップ調査）を継続実施した。

23,871 学校教育課

・学力・体力ともに全国トップクラスの秋田県の

取組を学ぶため、教員・指導主事等27人を秋田

県由利本荘市に派遣し視察を行った。

3,297 教育センター

・市立小学校の職員1人を1年間、秋田県由利本

荘市へ長期派遣した。
904 教職員人事室

・平成27年度からの小･中学校での英語教育の本

格実施に向け、教員の英語力強化研修や英語教

材の整備、15 分授業の試行などを行うととも

に、箕面市独自の授業案「エンジョイ イング

リッシュ」を作成した。

14,162 学校教育課

・小・中学校全普通教室に電子黒板及び書画カメ

ラを設置するとともに、1人1台タブレット導入

に備え、電子黒板を設置した普通教室無線アク

セスポイントを設置した。

345,677 教育センター

・給食の安全性を確保するため、保育所、小・中

学校の給食を対象とした放射性物質の測定検査

を継続した。

373
給食管理課

幼児育成課

・児童に充実した放課後等の居場所を提供するた

め、従来の学童保育と遊び場開放に加え、「活

動プログラム」と「スタディルーム」を用意

し、児童が自由に選んで参加できる新放課後モ

デル事業を、平成25年度に引き続き、小学校2

校で実施・検証した。

44,118 学校生活支援課

・いじめや不登校等子ども達を取り巻く生活課題

や教育課題に適切に対応するため、スクールカ

ウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに

つき、国・府及び市独自の配置を行った。さら

に、生徒指導主事等の負担軽減を図り、より早

期発見・早期対応を行うため、生徒指導担当者

授業支援員を市独自に配置した。

79,445
教育センター

教職員課

（２）子ども施策

・彩都地域に「アスク彩都西保育園」を開設し

た。加えて、平成27年度オープンをめざして、

認定こども園2園、認可保育園2園、小規模保

育事業所2所等を整備するための準備をすすめ

た。

420,098 幼児育成課
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・子育て応援幼稚園に通う園児の保護者等への市

独自の大幅な支援を継続し、私立幼稚園におけ

る長時間保育の拡大と保育所待機児童対策を図

った。

175,641 幼児育成課

・0～2歳児の待機児童解消に向けた取組として、

簡易保育施設への保育業務の委託を行った。
64,941 幼児育成課

・待機児童解消の緊急対策として、認可外保育施

設を利用する3歳未満児の保護者等への補助金

の継続実施等を行った。

2,095 幼児育成課

・市立幼稚園のトイレ美装化改修工事等を行っ

た。
399 幼児育成課

（３）生涯学習・社会教育

・文化生涯学習施設及び体育施設を統合した公共

施設予約システムを運用し、17館の施設貸出を

行った。

21,372 生涯学習課

・西南公民館の再整備を行うため、「箕面市立西

南公民館再整備基本構想」を策定した。
8,635 生涯学習課

・東生涯学習センターのトイレ洋式化等の施設改

修及び駐車場の増設工事が完了した。
117,380 生涯学習課

・中央図書館1階閲覧室のレイアウト変更等に伴

う改修工事を行った。
84,387 中央図書館

・総合運動場の施設老朽化に伴い、利用者が使い

やすい施設を維持するために、施設不良箇所を

改修した。

89,010 スポーツ振興課


