
平成 28年度（2016 年度）箕面市教育の概要

（教育委員会の活動の総括）





3

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、不登校や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抜くための、ICT（情報

通信技術）教育や外国語教育等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、教育改革を推進するため、平成 25年 1月から「教

育再生実行会議」を設置し、これまで九次にわたる提言が行われ、教師の資質向上や

学校の組織運営改革などが実行されてきた。平成 28年度からは、倉田哲郎箕面市長も

「教育再生実行会議」(本体会議および専門調査会)にメンバーとして参加し、「学校・

家庭・地域の役割分担の明確化と家庭や地域の教育力の充実」「子供たちの自己肯定感

が低い現状を改善するための環境づくり」という 2つのテーマについて、教育の最前

線を担う自治体の立場から積極的に議論に参加しているところである。

そして、平成 29年 3月 31日に告知された小学校学習指導要領は、「社会に開かれた

教育課程」や、「主体的・対話的で深い学び」の実現、「カリキュラム・マネジメント」

の確立などを改訂のポイントとし、道徳の教科化や、小学校中学年の「外国語活動」、

高学年の「外国語科」の導入など、学校が取り組むべき新たな課題が示されたものと

なっている。平成 32年度からの全面実施に向けて、現在周知・徹底が進められている。

一方、大阪府においては、平成 28年 4月より、これまでの大阪府教育委員会事務局

を「大阪府教育庁」に改称し、大阪の子どもたちが、次代の社会を担う自立した大人

となるよう「自らの力や個性を発揮して夢や志を持ち、粘り強く果敢にチャレンジす



4

る人づくり」「大きく変化する社会経済情勢や国際社会の中で、自立して力強く生きる

人づくり」「自他の生命を尊重し、違いを認め合いながら、自律して社会を支える人づ

くり」の 3つの「めざす目標像」に向けた人づくりをすすめ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

等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・中学校の教員の年

齢構成は、50代後半の教員が全体の約 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 公募委員を中心とした新体制の総括

本市教育委員会では、子どもたちの教育について当事者性の高い方々を教育委員と

することで、高い当事者意識に基づき課題を発見し、時代の変化に応じた教育施策を

展開し、箕面市全体の教育力の向上を図ることを目的として、平成 25年 4月 1日より

委員構成を学識経験者 2名と公募委員 4名とする新体制となった。平成 28年度末をも

って、この公募委員を中心とした新体制発足から 4年間が経過した。新体制において

は、常に子どもたちの将来を見据え、「いま何をすべきか」を問い直すことによって、

教育施策に当事者目線を反映させてきた。

また、全市立小・中学校全学年での英語教育の本格実施をはじめ、学校現場での複

雑化・多様化した課題に着実に対応するための学校組織体制の再構築、大阪大学外国

語学部と連携し、市内在住小学 5,6年生を対象としたキャンパス見学会を実施するなど、

公募委員からの素朴な疑問や率直な意見に端を発する施策も数多く実施されてきたと
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ころである。

今後も引き続き、当事者目線で小学校、中学校、幼稚園、保育所等への助言・指導

を行う体制を目指すとともに、高い当事者意識に基づく課題の早期発見や、時代の変

化に応じた教育政策の展開など、箕面市全体の教育力の向上を図っていく。

３ 本市における平成 28年度（2016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 1回程度とし、定例会・臨時会のほ

か、学習会・協議会の開催や教育施設への視察、各小・中学校での授業観察、教

職員との意見交換を行うことで、教育課題及び教育現場の実情の迅速かつ的確な

把握に努めた。平成 27年 4月 1日から施行された「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律」の改正に基づき、箕面市総合教育会議を設置し、予算編成権を

有する首長とともに、教育に関する重点施策についてまとめた「箕面市教育大綱

2017」を策定し、箕面市における教育に関する方針とした。

l 平成 27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。

l 船場地区に新設する学校の通学区域の設定及びそれに伴う全市的な通学区域の

変更について、検討を開始した。

（２）学校教育施策

l 学校組織体制の再構築に向けた検討を行う中で南小、一中、彩都の丘学園を「学

校力向上パイロット校」に指定し、校長・教頭と教職員の間をつなぐミドルリー

ダー層・グループリーダー層を明確化し、ピラミッド型の組織編制を行った。さ
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らに授業支援員を配置することで研究部長及び生徒指導部長を専任化した。また、

校務員を 2名体制とし、教員及び学校事務職員の負担軽減を図った。

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

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行った。

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教員や指導

主事等を派遣し視察を行った。

l 平成 27年度から、英語教育について、小学校では、1・2 年生は毎日の 15分授

業、3・4年生は週 4回の 15分授業と週 1 回の 45分授業、5・6年生は現行の

外国語活動に加え、週 4回の 15分授業を行い、中学校では、現行の英語科と教

育課程特例校制度を活用して新設した「英語コミュニケーション科」の授業をあ

わせて、50分授業を毎日行っている。また、国の外国青年招致事業を活用した

全小・中学校への英語指導助手の配置、英語教育支援員による市内小・中学校の

巡回により、授業支援を強化し授業改善に努めるとともに、箕面市オリジナル指

導案集「エンジョイ イングリッシュ」の改訂、箕面市独自の英語DVD教材の

作成により、英語教育の環境整備を進めた。

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

もに、平成 26年度から継続して、専用相談電話「いじめ・体罰ホットライン」
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による相談対応を実施した。

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」や学習場所の提供等を総合的に実施する「新放課後

モデル事業」を、平成 27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、「学習

習慣が身につかないことによる学力の低下」、「教員の負担増」等の課題への対応

のため、指導員 1人が 5時限の授業に入り込み、対象児童の学習サポートを行う

「強化版スタディルーム」を平成 27年 7月より豊川北小学校、平成 28年 5月

より中小学校にて試行実施を開始した。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 学童保育利用児童の増加に対応するため、平成 28年 4月に箕面小、止々呂美小、

萱野小、西南小、彩都の丘小について学童保育室の増室を行った。今後も利用児

童の推移を見据えて学童保育室の整備を行う必要がある。

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、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 国の生活困窮者就労準備支援等事業及びひとり親家庭等生活向上事業を活用し、
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不登校や生活困窮家庭等により学習支援が必要な児童生徒に対し、学生サポータ

ーによる学習支援等を行い、登校の再開や定着、学習意欲の向上等を図った。ま

た、平成 28年度から、本事業を利用して中学校を卒業し高校へ進学した生徒等

にも対象を拡大して実施した。

（３）子ども施策

l 平成 27年 6月に策定した「第三次箕面市子どもプラン」に基づき、一年を通じ

て必要時に保育所入所が可能となる「通年の待機児童ゼロ」を目指し、平成 31

年度までの可能な限り早期に 485人分の保育施設整備を行うこととし、平成 27

年 10月から保育施設設置・運営主体の公募を開始した。平成 28年度について

は、2回の公募により、2法人 3施設の決定を行い、平成 29年 3月末時点で、

既存民間保育園の増築等も含め、保育施設整備計画目標値 485人分のうち 330

人分の決定を行った。

l 保育施設の整備と併せて、全国的な課題となっている保育士不足への対応として、

平成 27年 10月に創設した「学生補助金」（将来本市内の保育所等で保育士とし

て働くことを目指し、大学等で保育課程を学ぶ学生に対する月額 2万円の補助金）

と「生活支援補助金」（本市内の民間保育園等に正規職員として雇用された市内

在住の保育士に対する月額 2万円の補助金）の積極的な活用を推進し、将来的な

雇用も含め、計 42人の保育士確保を実現した。

l 平成 28年 4月に市立ひがし幼稚園の「学校法人ひじり学園」への民間移管によ

り、子育て応援幼稚園*機能を備えた子ども・子育て支援新制度下の幼稚園型認

定こども園として、「認定こども園ひじりひがし幼稚園」が開設され、彩都地域

を中心とした東部地域の子育て応援幼稚園ニーズに対応できた。
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l 貧困家庭に育つ子どもたちが自らのハンディを打ち破り、社会へ巣立っていくた

めに、子どもの学力や生活状況等をトータルに情報集約する「子ども成長見守り

システム」を構築した。このシステム（データベース）のデータや教育・福祉等

の関係機関からの情報をもとにして支援の必要な貧困家庭の子どもを早期に発

見し、関係機関の支援につなぎ、0～18歳まで切れ目なくサポートし続けるため

の体制づくりに取り組んだ。

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カ所に子育て支援

センターを設置し、日常的な集いの場、気軽に相談や情報収集ができる場を提供

している。これに加え、彩都、箕面森町、小野原地域など子育て支援センターか

ら遠い地域の子育て世帯を対象に、子育て世代が集い、必要に応じて保育士や保

健師等が子育て相談等を行う「出張子育てひろば」を開催した。実施にあたって

は、できるだけ多くの在宅子育て世帯が参加できるように、開催場所を工夫する

とともに、前年度を上回る 168回の開催を行った。また、子育て中の保護者が

気軽に子どもを預けることができるよう、1時間単位で子どもを預かる一時保育

施設「ちょこっと保育 あそびー」を、みのおサンプラザ 1号館 6階に開設した。

（４）生涯学習・社会教育施策

l 「箕面市生涯学習推進基本計画」に基づき、様々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等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、学んだことを更に深め、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
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年間（平成 21年度～平成 26年度）と後期（平成 27年度～平成 32年度）に実

施する項目に分け整理している。平成 26年度に前期 6年を終えるにあたって、

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、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る。

l 「箕面シニア塾」について、プログラム数を 6から 10に拡大し、シニア世代の

「健康づくり」「仲間づくり」を進めるための講座を実施した。また、生涯学習

センター・公民館講座として、小・中学校、支援学校の子どもたちを対象とした

ものづくり体験等、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

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 中央生涯学習センター窓口等業務及び生涯学習講座運営業務等を、現メイプルホ

ール指定管理者の（公財）箕面市メイプル文化財団に委託した。これにより、複

合施設内にあるメイプルホール・中央生涯学習センター双方の窓口を一本化し、

施設利用受付事務等の効率化を図った。また、これまで（公財）箕面市メイプル

文化財団に委託し実施していたシニア塾と併せて生涯学習講座を委託すること

で、生涯学習関連講座を体系的に提供できるようにした。

l 新図書館システムの安定稼働に努めるとともに、操作性の向上を図った。

l 新図書館システムの導入により可能となった公共図書館・学校図書館の蔵書一元

管理を活用し、児童・生徒の図書館活用を促進するため、児童・生徒が公共図書

館で借りた図書を学校図書館で返却できる仕組みを小・中学校各１校で試行実施
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した。また、一元管理によりスムースに行えるようになった相互の蔵書移管を行

い蔵書の有効活用を図った。

l 誰もが利用しやすい図書館をめざし、平成 27年にリニューアルオープンした中

央図書館は、エリア分けを行ったことにより親子連れの利用者が他の利用者に気

兼ねすることなく利用できるようになり、また、館内での飲食を可能としたこと

により長時間滞在もできるようになったため、リニューアル後に来館者及び滞在

利用者が増加し、平成 28年度も利用が多い状態を維持している。

l 老朽化が著しく改修の要望が多かった第二総合運動場テニスコートを、スポーツ

振興くじ助成（TOTO)を活用し全面改修を行った（第一総合運動場テニスコー

トは指定管理者の特別提案で同時期に改修を実施）。その他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 市立スポーツ施設の老朽化が進むとともに設備の陳腐化などにより、市民がスポ

ーツを楽しむための快適な環境を維持することに限界がきていることから、利用

者が気持ちよく安全にプレーできる環境を整えるため、既存市立スポーツ施設の

整備と改修について検討を重ねた。今後の施設利用の快適性・安全性を確保する

ため、施設の改修・修繕や用具・備品等の更新の時期等のルールとともに、その

検討プロセスを示す「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」を策定した。

l 西南公民館の再整備について、平成 27年度に現地建替の方針が決定したことか

ら、施設利用者などの意見を聴取して施設レイアウトを作成し、実施設計を行う

とともに、西南公民館の解体及び新施設の建設工事に着手した。
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４ 平成 28年度（2016年度）の主な取組と決算

（１）学校教育施策

取組内容 決算額（千円）
平成 28年度
所管課等

・生徒指導主事等の負担軽減を図り、課題の早

期発見・早期対応を行うため、各校に授業支

援員 14人を市独自に配置した。さらに、学
校組織体制の再構築に向けた検討を行う中で

3校を「学力向上パイロット校」に指定し、
ピラミッド型の組織編制を行い、学校の組織

力を強化するため、授業支援員 3人と校務員
3人を市独自に配置した。

64,663 教職員人事室

教育政策室

・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。

29,107 学校教育室

・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 6人を秋田県由利本
荘市に派遣し視察を行った。また、由利本荘

市より研究主任等を招聘し学校づくり等に関

する研修を実施するなどの交流を図った。

1,342 教育センター

・平成 27年度からの小･中学校での英語教育の
本格実施にあたり、英語教材の整備等の学習

環境の拡充、英語指導助手の全校配置による

授業支援の強化等による指導体制の充実を行

うとともに、箕面市オリジナル指導案集「エ

ンジョイ イングリッシュ」を見直した。

116,650 学校教育室

・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。

372 学校給食室

幼児教育保育室

・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 27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

・利用児童数増加に対応するため、箕面小、

止々呂美小、萱野小、西南小、彩都の丘小に

ついて学童保育室の増室を行った。

8,636 学校生活支援課

・いじめや不登校など子どもたちを取り巻く生

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（SC）及びスクールソー

24,077 教育センター
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シャルワーカー（SSW）について、国・府及
び市独自の配置を行った。（市費 SC3人、市
費SSW2人、スーパーバイザー1人）

（２）子ども施策

取組内容 決算額（千円）
平成 28年度
所管課等

・平成 29年 4月開設に向けて、保育施設の設
置・運営法人の公募により決定した 2法人 2
施設（彩都地域・牧落地域）の施設整備、社

会福祉法人あおば福祉会箕面保育園の定員増

（120→140）に伴う増築と市立病院敷地内で
の分園設置に伴う施設改修に対し、国交付金

等を活用し補助等を行った。

74,649 幼児教育保育室

・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。

211,504 幼児教育保育室

・市内保育所等運営主体に対する保育士確保支

援策として、平成 27年 10月から、将来箕面
市で保育士として働く意志のある学生に向け

た学生補助金と、新たに市内の民間保育所等

に保育士として働く保育士に対する生活支援

補助金の支給を開始した。

8,360 幼児教育保育室

・市立かやの幼稚園のエレベーター新設、市立

幼稚園 4園の保育室空調機新設工事を行っ
た。

44,083 学校施設管理室

・みのおサンプラザ 1号館に「ちょこっと保育
あそびー」を開設した。

1,826 子育て支援課

（３）生涯学習・社会教育施策

取組内容 決算額（千円）
平成 28年度
所管課等

・新規採用職員で構成する成人祭ブラッシュア

ップ会議が企画・運営を行い、平成 29年 1
月 9日にメイプルホール（大ホール）で成人
祭を開催した。

933 生涯学習・市民活動室

・市民の生涯学習機会を提供するため、生涯学

習センター・公民館講座及び箕面シニア塾を
13,726 生涯学習・市民活動室
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開催するとともに、生涯学習センター等利用

グループの成果発表の場として、学習センタ

ーまつり（まなび・つどい・ふれあいまつ

り）を開催した。

・新図書館システムの安定稼働に努めるととも

に、操作性の向上をはかった。また、学校図

書館との相互返却の試行実施を開始した。

16,314 中央図書館

・老朽化した施設を維持するために、施設不良

箇所を改修するとともに、将来において利用

者が気持ちよく安全にプレーできる環境を整

えることを目的とした「箕面市スポーツ施設

マネジメント計画」を策定した。

47,027 保健スポーツ室


