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教育委員会の点検及び評価について 

 

 

１．はじめに 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」においては、「教育委員会の責任

体制の明確化」の一つとして同法第２６条の規定に基づき、教育委員会は毎年、そ

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することが義

務付けられている。また、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出し、

公表しなければならないとされている。その際、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図ることとされている。 

本報告書は、同法により、効果的な教育行政の推進を図るとともに、町民への説

明責任を果たすために、平成２７年度の豊能町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実施し、報告するものである。 

 

２．点検・評価方法 

 

   豊能町教育委員会が執行している事務・事業のうち、教育委員会事務局の目標設

定により重点的に取り組んだ事務・事業について、点検・評価することを基本とし、

12項目について報告書を作成した。 

   また、点検及び評価に当たっては、１名の学識経験者から点検及び評価に対する

意見・要望等を 1名の学識経験者から聴取し、その知見の活用を図った。 

  

       

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

  （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。 
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３．教育委員会の活動状況 

本町教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律(平成26年法律第76号)」が平成27年4月1日から施行されたことに合わせて、

新教育委員会を新教育長と 4 人の教育委員で構成し、学校その他の教育機関の設置､

管理及び廃止に関することや教育財産の管理に関すること、学校の教育課程、学習

指導、生徒指導等に関すること等について、管理、執行している。 

本町教育委員会としては、教育委員会会議において慎重な審議を行うとともに、

学校の視察や研修会への参加等により、現状の把握や課題の解決に努めるなど、教

育行政の推進を図ってきたところである。 

 

（１）教育委員会会議の状況 

開催回数 付 議 案 件 

定例会 臨時会 議 案 承 認 報 告 

12 1 23 0 0 

 

（２）研修会への参加 

・ 5 月 大阪府町村教育委員会連絡協議会研修会（ホテルアウィーナ大阪） 

・ 8 月 大阪府町村教育委員会連絡協議会夏季研修会（熊取町） 

・11 月 大阪府市町村教育委員研修会（ホテルアウィーナ大阪） 

・ 1 月 大阪府町村教育委員会連絡協議会研究会（田尻町） 

・ 1 月 市町村教育委員研究協議会研修会（京都大学） 

・ 2 月 ブロック別都市教育委員研修会（池田市役所） 等 

 

（３）主催事業等への参加 

    ・町立保育所、幼稚園、認定こども園、小・中学校への視察 

（保育所 1 所、幼稚園 1 園、認定こども園 1 園、小学校 4 校、中学校 2 校） 

・豊能町管理職等夏季研修会への参加 

    ・入学式、卒業式、運動会、体育祭等学校行事への出席 

    ・成人式等町行事への出席  等 

 

（４）総合教育会議への参加 

  ・統合教育会議が 5 月に開催され、教委育委員会所掌事務の現状と課題の報告

ののち、意見交換を行った。 

 

（５）その他の活動 

本町の小中一貫教育等に関する方向性について、平成 26 年度の教育委員会の

意見集約を踏まえ、平成 27 年 8 月に学識経験者、保護者及び学校園の教職員で
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構成する「豊能町小中一貫教育等充実検討委員会」を設置し、小中一貫教育等の

充実に向けた教育環境やカリキュラムについてあり方について諮問を行い、平成

28 年 3 月に答申を得た。 

 

 

  教育委員会 構成                  平成 28 年 3 月現在 

 氏   名 任   期 

教育長 石塚 謙二 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

委 員 

(教育長職務代理者) 
岸本 惠子 平成 24年 10月 23日～平成 28年 10月 22日 

委 員 太田 佳子 平成 9 年 10 月 23 日～平成 29 年 10 月 22 日 

委 員 川村  新 平成 23 年 3 月 26 日～平成 28 年 10 月 22 日 

委 員 宮﨑 純光 平成 27年 10月 23日～平成 31年 10月 22日 

 



所　　属 項　　目

※残渣量

ご飯 おかず 汁物 総計

平成27年度 29.2% 40.8% 52.8% 36.7%

平成26年度 23.6% 29.3% 36.9% 27.4%

○中学校給食会を継続的に開催し、必要な調査や研究を行う。

○地元産の副食材の活用に努める必要がある。

○保護者からの食材費の徴収については、滞納防止を図る必要がある。

４．今後の対応

○給食調理委託業者への適正かつ厳格な指導、監督を行う。

○残渣の減少については、メニューの改善やリクエストメニューの実施等の工夫を図る。

○調理場見学会・試食会・リクエストメニュー等の実施を行うとともに生徒への食育の推進を図る。

95,790食 １食あたり278円 26,629,620円

３．残された課題

○異物混入や欠品の発生を受け、教育委員会としては調理現場を検査するとともに調理業者に対し、指
導・監督を強化する必要がある。

○残渣については、提供量や味付けの工夫等により減少を図る必要がある。

①アレルギー対応食も含む「食」の充実及び栄養士の給食だよりの発行等による食育の指導の質の向上

②豊能町産エコ米の使用による地産地消の向上

※調理業務委託

総食数 契約金額 委託料

①事業の充実発展とその運営の円滑化を図ることを目的として設置した「町立中学校給食会」を3回開催

②保護者向けに試食会の実施（10月13日、同19日）

③生徒アンケートによるリクエストメニューの実施（12月22日）

④地元メニュー（3月9日）、卒業お祝デザート（3月11日）の実施

⑤教育委員会による調理場抜き打ち検査の実施と作業方法の改善指示等（随時）

２．取組の成果

点検･評価調書（平成２７年度）　　

教育総務課 （１）中学校給食委託事業

　施策の概要･目標

　平成26年4月より町立東能勢・吉川両中学校におけるデリバリー方式による全員喫食・完全給食を開始し
ているが、生徒の給食に対する満足度の向上を図るため、メニューの工夫や残渣を減らすなど、生徒の学
力と体力の根幹となる「食」の充実及び食育の推進を図るものである。

１．平成２７年度の取組
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項　　目

  4月～

  7月 7日

 11月11日

 12月25日

  １月22日

  3月 8日

  3月 9日

 28年 4月～

実施期間

平成27～29年度

ふたば園

３．残された課題

○給食調理業務委託では、事業者の給食調理員の確保が困難であることなどから委託経費が増加している。
○給食調理を全て委託することから、給食調理業務を適正に管理監督できる技能を有する町職員の確保が
必要である。
○順次委託期間満了に伴い、契約更新により短期間で委託業者が変わる場合は引継事務が煩雑になるた
め、給食の安全確保を図るうえで、委託期間の検討も必要である。

４．今後の対応

○今後、平成30年度に東能勢小学校の給食調理委託業務の更新を予定しており、円滑に実施できるよう準
備を進める。

東能勢小学校 185日程度 25,434,000円

光風台小学校
(ひかり幼稚園含む)

平成28～30年度

185日程度 39,511,800円

吉川保育所
298日程度 68,040,000円

○平成27年度で財政健全化推進プランに基づき、計画どおり全ての小学校と保育施設で給食調理業務を委
託化する目途をつけることができた。

〈給食調理業務委託の実施状況〉

施設名 年間調理日数
委託料（税込）

（3年間）

吉川小学校
平成26～28年度 185日程度 51,030,000円

東ときわ台小学校

入札不調のため随意契約により契約締結する。
（H28年度～H30年度の3年間）

ふたば園で保護者説明会を実施する。

吉川保育所で保護者説明会を実施する。

光風台小学校(ひかり幼稚園含む)、吉川保育所及びふたば
園で給食調理業務の委託実施予定。

２．取組の成果

１．平成２７年度の取組

○平成27年4月より新たに東能勢小学校の給食調理業務を委託実施した。

〈給食調理業務委託の取組状況〉

項　　目 取　　組　　経　　過

小学校園所給食調理業務
委託の実施

東能勢小学校で給食調理業務委託を実施する。

光風台小学校(ひかり幼稚園含む)給食調理業務委託を入
札し、委託業者を決定する。（H28年度～H30年度の3年間）

光風台小学校(ひかり幼稚園含む)で保護者説明会を実施
する。
吉川保育所及びふたば園給食調理業務委託の入札を実施
するが不調となる。

点検･評価調書（平成２７年度）　　

所　　属 教育総務課 （２）小学校園所給食調理委託事業

　施策の概要･目標

　本町の財政健全化推進プランに基づき、学校園所の給食調理業務を順次委託に切り替え、民間のノウハウ
を取り入れつつ、現行の自校方式を堅持する。
　平成27年度においては、平成26年度の吉川小学校及び東ときわ台小学校の給食調理業務の実施に引き
続き、東能勢小学校の給食調理業務を委託実施する。
　また、平成28年度より光風台小学校（ひかり幼稚園含む）、吉川保育所及びふたば園においても同様に委
託実施するため、平成27年度中に委託業者を決定し、円滑に実施できるように準備を進める。
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項　　目

 8月6日
 第1回検討委員会
 (全体会)

 8月27日
 検討委員会視察

 9月18日～2月１日
 教育環境部会
 4回開催

 12月21日～2月22日
 カリキュラム部会
 3回開催

 3月4日
 第2回検討委員会
 (全体会)

 3月22日
 答申

○保幼小中一貫教育の推進体制を構築する。
○保護者や教職員を対象に小中一貫教育等に関する理解を深める取組を行う。

２．取組の成果

○平成26年度に教育委員会が示した「今後の小中一貫教育等に関する方向性」について、検討委員会に
おいて、教育環境やカリキュラム等に関する保護者や学校園の教職員の意見集約を図るなど、議論を深め
ることができた。

３．残された課題

○小中一貫教育等について、保護者や教職員の理解を更に深める必要がある。
○本町における少子化の現状を踏まえて、子どもの将来像や施設の適正配置について、本町のビジョンを
示すことが必要である。

４．今後の対応

検討委員会の取り組み

・検討委員会の設立趣旨説明
・教育長が検討委員会会長へ諮問

・検討委員会のメンバーで池田市立細郷学園（施設
一体型小中一貫校）を視察

・教育環境について意見集約

・カリキュラムについて意見集約

・答申案について意見集約

・教育長へ検討委員会会長が答申

１．平成２７年度の取組

○検討委員会の構成

学識経験者2名、保護者代表9名、学校長6名、所園長3名、小中園所の教職員9名、計29名

〈検討委員会の取組経過〉

項目 取組経過

点検･評価調書（平成２７年度）　　

所　　属 教育総務課 （３）小中一貫教育等の推進の取り組み

　施策の概要･目標

　平成26年度に教育委員会において、本町の「今後の小中一貫教育等に関する方向性」についての意見
集約を踏まえ、平成27年度に学識経験者、保護者や学校園の教職員で構成する「豊能町小中一貫教育等
充実検討委員会（以下、「検討委員会」という。）」を設置し、本町における小中一貫教育等の充実に向けた
教育環境やカリキュラムについて諮問を行い、平成27年度末に答申を得る。
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所　　属 教育支援課 項　　目 （４）地域と共につくる安心安全な学校

①全9所属の学校園所協議会を年間3回以上計画的に開催し、学校園所の行事や取組の参観や学校等が
独自で実施した保護者等への自己診断結果をもとに学校運営について協議することができた。自己診断の
結果に対する意見を各協議会で集約し、診断結果をもとに関係者評価を受け、学校運営の総括に活かし、
学校だよりやホームページにおいて周知できた。
②・学校支援地域本部事業の定着：小学校…総合学習等へのサポート、中学校…環境整備へのサポート
　・小学校の「放課後わくわく教室」の実施回数…東能勢小(104回)、吉川小(116回)、光風台小(111回)、東と
きわ台小(110回)
　・中学校の「自学自習まなび舎」の実施回数及び参加延べ人数…西地区（40回 484名）､東地区（33回 434
名）
③スクールガードリーダーの配置日数を当初100回と予定していたが、本人の体調の都合により半分程度の
派遣となったが、元警察官であり、交通安全指導にも精通し、長年スクールガードリーダーを務めているの
で、丁寧な巡回と交通安全指導ができた。
④小中一貫教育等充実検討会議：全体会3回、環境部会（主に再編等について検討）4回、カリキュラム部会
（主に教育課程について検討）3回開催。教育委員会がとりまとめた方向性をもとに協議し、保・幼・小中一貫
教育を推進していくための課題と解決へ向けての答申がなされた。

３．残された課題

○スクールガードリーダーやわくわく教室、まなび舎などのサポーター、アドバイザーの確保
　それぞれの役割に応じた適任者を地域のネットワークやサポーターの協力を得ながら人材を確保すること
が必要である。
○保幼小中一貫教育を進めていくうえで、地域、保護者の理解、協力が必要である。教職員で育てたい子ど
も像を共有し、共に育成していく意識を広めることが大切である。一貫教育の必要性についても共通理解が
大切である。

４．今後の対応

○学校等のニーズと地域ボランティアの方の支援体制が適合するような体制づくり、及び地域と協働した学
校運営で地域の子どもを育む意識を高めることが必要がある。そのための組織体制の構築と各所属での共
有化に取り組む。

※学校支援コーディネーター：学校の活動に地域のサポーターやボランティアが参加しやすいように調整し学校と地域
を結ぶ役割を担う。
※スクールガードリーダー：各学校を定期的に巡回し、子どもが安全に登下校できるよう警備のポイントや見守りについ
ての安全指導を行う。

点検・評価調書（平成２７年度）

 施策の概要・目標

　学校園所は、保護者や地域の信頼に応え、子どもたちが安心して学び、安全に生活できる学習環境を整
えていかなければならない。学校の教育目標の共有化を図り、保護者や地域と連携して、学校づくりを進め
ることが必要である。地域と共に「開かれた学校」づくりを推進し、明るくあいさつを交わしながら子どもたちが
元気に通える取組を推進する。

１．平成２７年度の取組

①学校園所協議会：　協議会の開催、運営支援、関係者評価
②学校支援地域本部事業の推進：　学校支援コーディネーター※の配置､地域ボランティアの活用、放課後
の居場所づくり
③地域ぐるみの学校安全体制：　スクールガードリーダー※の配置、　登下校見守り隊の編成、緊急メール
の活用
④小中一貫教育推進：　充実検討委員会の立ち上げ、保護者や地域との協議

２．取組の成果
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所　　属 教育支援課 項　　目 （５）学校教育の充実(学習指導）

①習熟度別指導は、小学校…国語（35％）（TT指導※を含む）、算数（37.6％）、中学校…数学（65％）、英
語（47％）となり、設定目標30％は達成し、個に応じた少人数・習熟度別指導が進んだ。夏季教職員研修
の場において、SE校（東能勢中学校）の取組を実践報告を交えた研究発表を行い、町立各学校へ発信で
きた。学力向上担当者会を年間４回開催。SE校にならって学校活性化計画及び学力向上プランを町立各
学校で作成。府が主催するSE事業のための校内研究ワーキングに全担当者が参加し、各校で学習評価
を活かした授業改善に取り組んだ。
②小学校での「わくわく教室」は、年間約110回、中学校「放課後まなび舎」は、東西両地区で年間約40回
実施した。参加延べ人数は、小学校7,723名、中学校918名となった。
③夏季教職員研修で児童生徒理解、授業評価、道徳、保幼小連携、色覚等の主題で10講座開催し、町
外からも合計50名を超える参加者があった。筑波大附属小学校や山口県より授業のユニバーサルデザイ
ン研究の著名な講師を招聘し、授業力向上研修を行った。町教職員研修指導員派遣事業で3校に指導
員を派遣し、経験の浅い教員の支援を行った。
④校内研修活性のため講師謝金を各校2万円ずつ配当し、外部からの指導助言の充実を図った。また、
町研究校2校（東能勢小：道徳　吉川小：言語活動）を指定し報償費、需用費、備品購入費でそれぞれ16
万円ずつの支援を行った。両校とも次年度研究への基盤を作った。（東能勢小⇒府委託研究校　吉小⇒
町指定研究校）
⑤町教科教育研究会…年間定例部会開催日数：6日、定例外部会実施部会数：8部会、研究授業数10回
、課題共有のための全体研修会（8/4）を実施した。
⑥図書館等と連携し、本のソムリエ※認定講習会を開催した。新たに17人の小中学生のソムリエ認定を
行った。「とよのまつり」及び学校行事等でソムリエたちの活躍の場を設けた。

３．残された課題

○各校の授業スタンダードから、小中連携して取り組む中学校区スタンダードづくりへの推進
○放課後学習（わくわく教室、放課後まなび舎）のより一層の充実
○豊能地区相互交流研修の継続実施
○就学前教育も巻き込んだ小中一貫教育の推進
○経験年数の少ない若手教員等への校内研修（OJT)体制の充実

４．今後の対応

○保幼小中一貫教育推進担当者会立ち上げ、育成したい子ども像の共有と系統的にカリキュラム作りへ
の体制を作る。
○小中一貫教育推進の中で、各校の学習規律や授業スタンダードの共通化を組織的に行う。
○「わくわく教室」及び「放課後まなび舎」の実施回数増加及び学習アドバイザーの増員を行う。
○今日的な課題に造詣の深い講師を招へいし、町教職員研修会を開催する。
○校内研修活性化のため校内研修支援の充実、及び若手教員指導のための校内研修指導員派遣事業
を推進する。

※SE事業：スクールエンパワメント事業（学力向上の取組を中心として学校活性化をはかる大阪府の事業）
※TT指導：ティームティ―チング指導（複数の教員でチームを組みながら共同で授業を行う指導方法）

点検・評価調書（平成２７年度）

 施策の概要・目標

　児童生徒が基礎的・基本的な知識・技能を身につけ、それを活用しながら学びを考える力、子どもが将
来社会人として自立するための力である「確かな学力」を身につけられるよう、その実態に即して適切な指
導計画を立て、実施する。

１．平成２７年度の取組

①学力向上の取組：　習熟度別授業の推進　小学校専科加配事業の活用　ＳＥ事業※の推進　　学力向
上担当者会議の開催
②放課後の学習の場：　「わくわく教室」（小学校）及び「放課後まなび舎」（中学校）で補充学習及び自主
学習支援の実施
③教職員研修の充実：　今日的課題に対応した研修の企画、町教職員研修指導員派遣事業によりOJT支
援
④校内研究の充実：町教育委員会指定研究校及び国・府からの委託研究校支援
⑤町教科研究、小学校合同研究の支援：小中で取り組む9教科の研究　小学校部会による小学校間での
交流連携充実
⑥読書推進事業

２．取組の成果
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所　　属 教育支援課 項　　目 （６）学校教育の充実（生徒指導）

①いじめ・不登校対策委員会を6回開催し、情報共有、見立てと手立てを検討した。各校において「成長を促
す指導」を促進し、児童生徒の主体性や協調性を育てる取組が進んだ。
②6校すべてに元教員など経験豊かな支援指導員を配置し、いじめ事象や人間関係、学習面で不安を抱えた
り、問題行動に走ってしまう児童生徒の支援や落ち着いた学習環境づくりの指導などに努めた。年間、延べ8
名合計162回の指導員を派遣することにより、6校とも大きな問題に至らず新年度を迎えることができた。
③④⑤専門家や教員以外の支援員を導入することに、多面的な角度から児童生徒理解が行われ、問題の早
期発見、早期解決につながった。就学前の家庭も活用できるようにカウンセラーを配置したので、学齢期前の
子育て相談や子どもの発達相談などに対応することができ、虐待未然防止にもつながる取組ができた。
⑥町生徒会サミットには小学校の児童会も参加し、小中交流の取組ができた。

３．残された課題

○ＳＳＷ、ＳＣ、心の相談員、教育専門主事、スクールロイヤー（弁護士）など専門家との連携と有効活用、チー
ムでの対応体制の構築。
○不登校児童生徒（H27年度　小4名、中10名）への改善に向けての方策支援。
○いじめを許さない人権意識の高い児童生徒の育成。
○中学卒業後の生徒への支援継続のための方策の検討（中高連携、要保護児童対策協議会との連携等）

４．今後の対応

○町いじめ・不登校対策委員会の充実（中学校区での連携会議の充実）
　・小中連携シートを活用して小中の連携の推進を行う。
　・キャリア教育等の推進により、児童生徒の学びへのモチベーション向上に取り組む。
○道徳教育・人権教育の推進・充実
  ・大阪府より研究委託を受け、東能勢小学校を道徳教育の研究指定校とし、光風台小学校を人権教育研究
指定校として豊かな人間性を育む取組を推進する。
○いじめ・問題行動の適正な認知
　・各校に設置されているいじめ防止推進委員会及びいじめ防止基本方針を毎年見直し、確認する。また、
「いじめ認知」の考え方について、各校で適正に共有し、児童生徒が問題解決していく力を育成する。
○「成長を促す指導」の各学校での取組を交流し、保幼小中で一貫した指導の推進を図る。

点検・評価調書（平成２７年度）

施策の概要・目標

　「成長を促す指導」の促進のため、保育所・幼稚園・小・中学校の交流を図り、一人ひとりに応じたきめ細かな
指導を図る。さらには、児童虐待（ネグレクト等）も含め、家庭での児童生徒の状況を把握し、より効果的な指導
ができるよう、外部専門家（SSW、SC等）との連携を推進する。そのため、町いじめ・不登校対策委員会を開催
し、各所属との連携を深める。

１．平成２７年度の取組

①いじめ・不登校対策委員会の開催：　府配置及び町独自配置のSSWの活用、各所属の担当者への研修と
交流
②学校等支援指導員配置：　いじめや暴力問題等への対応、子どもたちの安心安全な学校生活の確保
③教育相談・適応指導教室：　相談員（教育専門主事）の配置、集団学習に適応できない児童生徒
④児童生徒相談員配置事業：　東能勢中学校に「心の相談室」を設置
⑤専門家による支援：　スクールカウンセラー（SC）、スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置、ケース会議の
開催
⑥生徒会・児童会の活性化支援：　大阪府中学生サミットへの参加、　町生徒会サミットの開催

２．取組の成果
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所　　属 教育支援課 項　　目 （７）安心できる子育て支援の充実

○子育て支援地域交流事業では、子育て支援コーディネーターが中心となり「とよの子育てマップ」を作成し地域の
子育て家庭に積極的に働きかけた。
○養育支援・家庭教育支援事業等で実施した心の相談では、心理の専門職による的確なアドバイスや助言により、
相談者が具体的な解決方法を見出すことにつながった。また、児童虐待防止推進としての講演会では、子育て世代
の保護者に積極的に働きかけ、参加者のセルフケアを図ることできた。
○子育て支援地域交流事業の推進により、就園前の乳幼児の家庭と就学前施設がつながることができ、就学前教
育を受ける契機となってきている。
○家庭訪問型早期子育て支援事業を実施し、個々に対応することで課題を抱えている母親に充分寄り添うことがで
き、訪問員との信頼関係が築くとができ、前向きな子育ての情報を提供することで、育児に対する不安の軽減となっ
た。
○次世代ネットワークづくりとして、｢育児の日」や小中学生と乳幼児のふれあい体験を実施することで、幅広い世代
間交流の機会となった。
○一時預かり事業を実施することで、育児に伴う心理的もしくは肉体的負担の軽減につながった。

３．残された課題

○子育て家庭に働きかけるための継続的な事業の実施
○子どもの育成に係わる関係機関の連携した取組みと職員の資質向上
○子育て応援隊の充実
○結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくり

４．今後の対応

○子育て講演会の継続実施
○子育て支援アドバイザーの配置の継続実施
○専門家（町発達相談員、言語聴覚士、臨床心理士等）の相談の継続実施
○世代間交流の場としたふれあい体験の実施
○他機関や地域と連携した協働の子育ての実施
○子育て応援隊の充実のための研修（ヘルシースタートプログラム※）及び他課（保健師等）との連携推進
○一時預かり事業の継続実施
※ミュージック・ケア：音楽の特性の一部を利用して、その人がその人らしく生きるた めの援助をすることであり、子どもの場合は、その子ども
の持っている力を最大限に発揮させ、発達の援助を行うことである
※コモンセンス・ペアレティング：子どもの問題行動を予防すること（予防的教育法）、しつけ（援助・指導）＝親が子どもに行う説明、教育、
トレーニング
※ヘルシースタートプログラム：出産直後からの家庭訪問を実施することで肯定的な親業と子どもの健康的な発達を促進し児童虐待を防止するた
めの訪問員への研修プログラム

点検・評価調書（平成２７年度）

施策の概要・目標

　地域における人間関係の希薄化や家庭における生活体験の減少など、家庭教育（子育て）に不安や負担を感じる
保護者に対し、園所の子育て支援コーディネーターが、保護者が自信と責任を持って家庭教育や適切な養育が行
われるよう支援を行い、園所が地域の子育て支援センターとして機能するよう推進する。

１．平成２７年度の取組

①子育て支援地域交流充実事業を実施した。その中で、保育所、幼稚園,こども園が創意工夫し積極的に保護者や
地域に働きかけ、子育て支援に取組むことができた。
　・子育て支援アドバイザーの配置（各幼稚園・保育所）
　・講演会の実施…「運動あそび」保護者向け【ひかり幼稚園】
　　　　　　　　　　　　「育ち合う親と子」保護者向け【ひかり幼稚園】
　　　　　　　　　　　　「ミュージックケア※」保護者向け【ふたば園】
　　　　　　　　　　　  「コモンセンスペアレンティング※」保護者向け【ふたば園】
②養育支援・家庭教育支援事業を実施した。
　・児童虐待防止推進の取組み…講演会「イライラするまでがんばらない　責めたくなるまでがんばらない」（北村　年
子さん）
　・心の相談…生活や子育てなどでストレスを感じていることについて、心理の専門職が相談に応じ一緒に解決方法
や対処方法を考える場を設置した。
③専門家による巡回相談の実施（町発達相談員、言語聴覚士）
④通所支援など相談事業の充実を図った。
⑤子育て応援隊の実施…生後４カ月以降の赤ちゃんのいる家庭を訪問する「子育て応援隊」を実施し、母子保健事
業及び主任児童委員との連携を図った。
⑥家庭訪問型早期子育て支援事業の実施…産前から生後4カ月までの家庭を訪問する｢子育て応援隊すくすく」を
母子保健事業の新生児訪問及び乳児全戸訪問と連動させ、一体化運営を行った。
⑦次世代子育てネットワークづくりの実施・・各関係機関と連携を図り、「育児の日」や小中学生と乳幼児のふれあい
体験を実施し、安心して子育てができる環境づくりや次世代の親を育成することに取り組んだ。
⑧一時預かり事業の実施…保護者の傷病等による緊急時の保育・その他必要な保育を提供し、児童の福祉の増進
を図った。

２．取組の成果
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所　　属 項　　目

①社会教育等関係団体及び公民館使用団体の認定

②高齢者講座の実施

③生涯学習講演会（共催）の実施

④文化展の開催

○学校教育と生涯学習との更なる連携を強化する。

○実行委員会による文化展（２日間）の開催（出展者数286名、作品数499作品、主要部屋来館者数1,050
名）

３．残された課題

○社会教育関係団体間のつながりや連携の推進

○学校教育との連携の強化

４．今後の対応

○引き続き社会教育関係団体等の支援に努めるとともに、団体相互の交流を図る。

○各施設の老朽化対策

点検･評価調書（平成27年度）　　

生涯学習課 (８）生涯学習の推進

　施策の概要･目標

　町民の主体的な生涯学習活動を支援するとともに、多彩な生涯学習活動の機会を提供し、学習活動を
推進する。

２．取組の成果

○社会教育関係団体等（登録団体数63）及び公民館使用団体（登録団体数284）の登録を行い、団体へ
の支援を行うとともに、団体の活動内容の紹介冊子を作成し、これから活動を始めたいと思っている方へ
の情報提供を行った。

○高齢者を対象とした「ウグイス大学」を開催（全8回、延べ470名参加）。行政の手を離れた運営委員会
による企画運営で、自主的な取り組みによる事業が実施できた。

○『団結～Together，we make a great team.～』日本初のプロ車いすダンサーの奈佐誠司氏を講師に迎
え、絶望や様々な壁を乗り越え、夢を持って生きる喜び素晴らしさを車いすダンスのパフォーマンスととも
に伝える・約200名

１．平成２７年度の取組
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所　　属 項　　目

①学校体育施設の開放

②箕面森町妙見山麓マラソン大会、スポーツてんこ盛りの実施

③スポーツ推進委員会の運営（各種スポーツ教室等の開催）

④青少年の体力増進事業の実施

⑤スポーツ施設の運営（ふれあい広場、スポーツ広場、野間口青少年総合スポーツセンター、シートス）

○利用者が快適に施設を利用できるよう適切な施設運営に努める。

１．平成２７年度の取組

２．取組の成果

点検･評価調書（平成27年度）　　

生涯学習課 （９）生涯スポーツの推進

　施策の概要･目標

　誰もがいつでも、どこでも気軽にスポーツに親しめ、自分にあった生涯スポーツを見つけることができるような事
業の展開を行うとともに、自主的に活動できるよう支援・育成し、町民のスポーツ振興を図る。

○高齢者のスポーツ人口の増加に伴うニーズへの対応

○スポーツ施設の老朽化

４．今後の対応

○さまざまな世代の方が気軽に参加できるスポーツ事業の展開を図るとともに、個々のスポーツにおける適切な
受け入れ先の紹介を行う。

○「第8回箕面森町妙見山麓マラソン大会」を開催。大会が定着し、盛大に行われた（申込者数1,229名、当日受
付者1,080名）。

○町民ゴルフ大会を年2回開催。応募者数も毎回定員を上回っている。運営も実行委員会で自主的に行われて
おり、住民主体の大会として、幅広い年齢層の住民交流の場として定着した。

○スポーツ推進委員会主催事業、4事業「トレッキング教室初級者１回 （40名）、サイクリング教室（11名）、スポー
ツてんこ盛り（48名）、フロアカーリング大会（16チーム 61名）、」を開催した。様々な年齢層の方々が参加し、ス
ポーツの機会提供と参加者交流を図ることができた。

３．残された課題
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所　　属 項　　目

○住民の自主的活動団体へより一層の支援を図る。

○リニューアルした「豊能町の石の文化財」を活用し、豊能町の歴史遺産である石仏等の石造物をPRし、地域の
活性化につなげる。

⑤町内文化推進団体との連携及び支援

④ユーベルロビー登録者制度の設定、定期的なロビーコンサート及びホールコンサートの実施

○限られた予算の中、オオサカンの協力で安価で気軽に楽しめるロビーコンサートを4回（延べ241名来場）、
　ホールコンサートを5回（延べ1,566名来場）開催でき、町民に音楽鑑賞の機会を与えることができた。

○展示場所の確保や、展示手法を工夫し、学校や他施設への資料の貸し出しを行う。

○NHK大阪放送局との共催で、「上方演芸会ラジオ収録（1,288人応募､297名来場)」や「NHK公開講演会・大英
博物館展(393名来場)」を実施した。

３．残された課題

○文化芸術事業への住民の自主的活動団体の育成

４．今後の対応

○ユーベルロビー登録者制度により町民を主体とした音楽による年間12回のロビーコンサート（延べ610名来場）
を開催。音楽を通した交流と発表機会の提供、文化ホールを拠点とした文化芸術の振興へ寄与した。

○町内に所在する未調査文化財（古文書、有形・埋蔵文化財）の把握と適切な保護措置

○町内文化推進団体との連携により、「とよの・子どもと楽しむ落語の世界（74名来場）」や「ユーベル寄席（475名
来場）」を実施した。

○リニューアルした「豊能町の石の文化財」をHP等で情報発信し、貴重な文化財を守ることの重要性を後世に伝
えることができた。

２．取組の成果

②町内文化財の調査を行い、平成3年に発行された冊子「豊能町の石の文化財」のリニューアル（デジタル化）

点検･評価調書（平成27年度）　　

生涯学習課 （１０）文化・芸術活動の振興

　施策の概要･目標

　町内に存在する文化財を保護し、後世に継承するととともに、文化財を活用することにより、住民がその価値を
理解し、地域の歴史や文化の愛着を育む。　また、芸術については、住民交流と成果発表の場の提供を行い、
芸術の振興を図る。

１．平成２７年度の取組

①郷土資料館の管理、運営、活用

③教育・文化・芸術の振興に関する協定を結んでいるNPO法人フィルハーモニック・ウインズ大阪（通称オオサカ
　ン）と連携した定期的なコンサートの実施
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所　　属 項　　目

①子ども、親子を対象とした講座の開催（こども講座4回、親子講座3回）

②成人式の開催（対象者数177名、参加者162名）

③町青少年指導員会による青少年健全育成事業（「森と遊ぼう!!」「有害図書検査」等）

④町連合子ども会の事務局としての関係事業への指導・支援

⑤小中学生を対象とした土曜日の教育支援

○子どもが非行に走らない、犯罪に巻き込まれない社会を目指すための関係団体間の連携強化

１．平成２７年度の取組

○青少年指導員とともに、町内コンビニエンスストアや書店での青少年有害図書の陳列方法、販売の調査指導を
行った。

３．残された課題

○子ども対象事業参加者の二極化

○少子化傾向への対応（子ども会への支援）

２．取組の成果

○夏休みに子ども講座を開催した(参加者　子ども講座　延べ103名、親子講座　延べ24組）。豊能町内で活動さ
れている「技あり」の方々に講師を依頼し、子どもたちと一緒に夏休みならではの時間を過ごす。集う・伝える・知
る・作るといった時間と空間を共有することにより、年齢を超えたつながりを育んだ。テーマは「技あり!　とよの町の
達人!!」

○土曜日の教育支援として、児童生徒と社会教育関係団体・公民館利用団体との交流を図り、各団体は子どもの
活力や感性に驚き、日頃の活動では得られない満足感を感じることにより、次への活動に生かすことへとつながる
こととなった。また、子どもたちは、経験を積む大人たちの指導に触れ「学び」を考えるきっかけとなった（参加者81
名）。

○小学生が自然とのふれあいを通して、環境や食について考える機会の提供と交流を深めるための事業として、
青少年指導員会主催で「森と遊ぼう!!」を開催した（参加者110名）。

○町連合子ども会主催で年間2事業を行い、単組子ども会の交流と子どもの健全育成を図った。
　夏休みキャンプ（参加者55名）、スポーツ大会（参加者50名）

○『団結～Together，we make a great team.～』日本初のプロ車いすダンサーの奈佐誠司氏を講師に迎え、絶望
や様々な壁を乗り越え、夢を持って生きる喜び、素晴らしさを車いすダンスのパフォーマンスとともに伝えた（参加
者 約200名）。

点検･評価調書（平成27年度）　　

生涯学習課 （１１）青少年の健全育成

　施策の概要･目標

　地域の中で豊かな人間性を育むことにより、社会の中で自主的に自らの人生を切り拓き仲間と集える、視野の広
い「人」への成長につながる事業を行う。

○各校区間での情報共有を行い、問題解決を図る。

４．今後の対応

○社会教育関係登録団体等と連携し、それぞれの団体が取り組んでいる活動が、子どもたちにより興味深く意識
が向くよう工夫をする。

○単位子ども会への加入状況、活動状況を把握を継続し、今後の子ども会のあり方を検討する。
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所　　属 項　　目

１．平成２７年度の取組

点検･評価調書（平成27年度）　　

図書館 （１２）図書館運営事業 

　施策の概要･目標

情報発信施設としての今後の在り方の検討
図書館事業展開及びサービスの充実

○「本と人をつなぐ」「人と人をつなぐ」図書館活動の実施
○中高年の生涯学習支援として町民の読書機会の促進及び子育て世代家庭への啓発
○学校・園をはじめとする、他部局との連携体制の強化
○職場内研修、図書館業務に関する館外研修による職員のスキルアップ
○北摂地区をはじめ、大阪府内全域での図書館広域利用に向けての検討

①指定管理者制度導入についての検討
②開館30周年事業の実施（行事・展示・絵本冊子の発行）
③消費者行政活性化事業
④豊能地区3市2町広域図書館連携本格実施
⑤講座、ギャラリー、展示等開催による生涯学習支援
⑥郷土資料の収集整理と利用啓発
⑦ブックスタート事業実施 、豊能町子ども読書活動推進計画の継続実施
⑧学校・役場内他部局との連携（共催事業実施）

２．取組の成果

○様々な方面から指定管理者制度導入について検討をすすめるものの、課題解決に至らず、図書館協議会からは
「豊能町立図書館の将来のために」という提言を得た。

○12月に開館30周年を迎え、記念事業の取り組みとして子ども向け行事とささやかなセレモニーで利用者とともに祝
い、同時に回顧展を行った。

○農林商工課との連携事業を実施した。消費者行政活性化事業助成金を活用し、消費者行政に関する図書や雑
誌を図書館で積極的に提供することにより、必要な情報や知識を住民に啓発・普及し、教育の推進を図った。

○豊能地区3市2町図書館広域連携について　各自治体とも概ね問題なくサービスが実施されているため、平成27
年度から本格実施となった。　箕面森町地区の住民を中心に利用が増加し、同地区が貸出数の5％程度を占めてい
る。
○開館30周年記念として絵本冊子「絵本だいすき」を作成し、町内の子育て家庭に配布を始めた。今後の子育て読
書支援「ブックスタート事業」に活用していく。教育支援課との連携事業「本のソムリエ」養成講座は第3期を迎え、とよ
のまつりで成果発表をおこなった。　幼児対象の読み聞かせ「ひよこのじかん」「おはなしのたまご」「ものがたりのじか
ん」も継続実施。本に親しむ機会の提供ができた。

○講座行事　全106回/1,546名（子育て支援 全78回/776名､子どもの読書推進 全4回/85人､オトナの大学 全16回
/399名､開館30周年記念 全 3回/204人､共催講座 全 5回/82人）、ギャラリー展示8種、館内展示21種、ガラスの大
箱展示12種　本のテーマ展示87種、リユースフェア2回

３．残された課題

○町民に役立つ図書館運営のあり方の検討
○郷土資料のデジタル化を含めた図書館における情報サービスの提供
○高齢者、障害者に対応した図書館サービスの提供
○蔵書の刷新
○学校教育との連携
○職員の専門性の向上
○さらなる図書館広域利用の検討

４．今後の対応　　
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５．学識経験者からの意見・要望等 

 点検及び評価を行うにあたって、学識経験者として下記の者から聞き取りや意見交換

をもとに点検・評価に対する意見を得た。 

兵庫教育大学 大学院学校教育研究科 准教授 鈴木 正敏 

 

 このたび、豊能町教育委員会（以下、「教育委員会」という。）より、地方教育行政の

組織および運営に関する法律に基づき教育委員会が行う点検および評価について、外部

有識者として意見を提示することの依頼を受けた。これを受けて、評価報告書（案）等

の資料を検討し、事務局の各事業担当者への聴き取りと意見交換を行った。 

 その結果、教育委員会は平成 27 年度において、教育に関する事業を適切かつ公正に

管理・執行し、その改善に務めていることを窺うことができた。以下、項目を立てて詳

細の意見を述べる。 

 

（１）教育委員会及び事務局の活動について 

教育委員会としては、教育委員会会議について、定例会 12回および臨時 1回など、

定期的に開催し、慎重な審議を行っている。また、6回にわたる研修会へ積極的に参

加し、最新の情報をもとに議決をされていると考えられる。また各学校園所への視察

や研修会・学校行事等への参加も着実に行われている。また、小中一貫教育の在り方

について、「豊能町小中一貫教育等充実検討委員会」を設置し、広く町住民ならびに

町内教職員の意見をとりあげようと努力されている。今後も、こうした活動を継続さ

れ、住民とともに未来を見据えたビジョンを作り上げていただきたい。 

 

（２）教育総務課主担事業について 

まず、中学校・小学校ならびに各園所における給食調理委託事業であるが、着実に

実施ならびに実施準備がなされている。平成 26年度の吉川小学校ならびに東ときわ

台小学校での実施に引き続き、平成 27年度では東能勢小学校での実施が行われてい

る。すでに実施済みの両中学校では、生徒対象のアンケートによるリクエストメニュ

ー、また保護者向けの試食会などが実施され、利用者の声が反映される取り組みがな

されている。 

各園所向けの入札が不調に終わったものの、随意契約で委託をすることができるに

至っており、安定した実施への取り組みが行われている。また保護者への説明会が行

われており、可能な限りの努力がなされている。今後とも、利用者の声を積極的に反

映できるよう、取り組みを続けていただきたい。 

小中一貫教育推進の取り組みとして、設置された「豊能町小中一貫教育等充実検討
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委員会」での議論を通して、豊能町での小中一貫教育のあり方について、広く保護者

を中心とした住民や教職員の意見を聴取することができている。ただ、限られた回数

の中でさらなる議論を求める声もあり、今後とも継続して意見集約に努力されるよう

期待したい。その上で、小中一貫教育への理解を深めるとともに、教育委員会として

のビジョンを示すことができるよう、継続した取り組みをされたい。 

 

（３）教育支援課主担事業について 

教育支援課主担項目としては、地域と共につくる安心・安全な学校、学校教育の充

実として主に学習指導についてと生徒指導についてが、そして安心できる子育て支援

の充実の 4点が挙げられている。 

地域と共につくる安心・安全な学校に関しては、各学校園所での協議会の設置なら

びに開催、自己診断と関係者評価に加えて、学校コーディネーターや地域ボランティ

アの活用、居場所づくりや学習指導の支援など、地域と密接につながりをもった学校

運営がなされている。また、安心・安全への取り組みとして、見守り隊やスクールガ

ードリーダーの配置など、積極的な取り組みが見られる。課題としては、それら協力

してくださる方々の確保と、小中一貫教育などの新たな取り組みについての理解と協

力が得られるような体制づくりが挙げられる。このような今までにない試みには試行

錯誤が伴うが、これからも粘り強く推進していただきたい。 

学習指導の充実に対する取り組みとして、習熟度別授業の充実や、学力向上担当者

会議の開催、わくわく教室などの自主学習支援などが行われており、着実に子どもの

学力向上に取り組まれている。また、教職員研修や校内研修会の充実は、教育の質を

改善するために必要不可欠であり、今後も引き続いて取り組んでいただきたい点であ

る。特に、小中連携を視野に入れながら、町全体としての教育の質向上の取り組みと

して、小学校合同や小中連携しての教科教育研究など、新たな取り組みのさらなる充

実に期待したい。 

生徒指導については、いじめ・不登校への対策が引き続いて取り組まれている。い

じめ・不登校対策委員会の開催や、学校等支援指導員や児童生徒相談員の配置などが

積極的に行われている。ただ、不登校については継続して課題となっており、今後の

一層の努力をされるようにしていただきたい。 

安心できる子育て支援の充実については、子育て支援アドバイザーの配置や「とよ

の子育てマップ」の作成、養育支援・家庭教育支援、早期子育て支援や就園前の家庭

の支援など、各家庭にリーチアウトすることができている。今後もこのような細やか

な子育て支援の実施を期待したい。 
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（４）生涯学習課主担事業について 

生涯学習に関する内容については、生涯学習の推進、生涯スポーツの推進、文化・

芸術活動の振興、青少年健全育成、ならびに図書館運営事業が挙げられている。 

生涯学習の推進については、社会教育関係団体や公民館使用団体等の登録ならびに

活動内容の紹介を行う冊子を作成されていおり、住民への情報提供がなされている。

また、「ウグイス大学」の開催により、高齢者に学ぶ機会を提供されている。さらに、

平成 27年度は車いすダンスのパーフォーマンスならびに講演が行われている。 

生涯スポーツの推進に関しては、学校体育施設の開放や、マラソン大会、各種スポ

ーツ教室の開催などが行われている。特にマラソン大会は事業が定着してきていると

考えられる。今後は、課題として挙げられているように、高齢者の積極的参加が増加

したことに伴うニーズへの対応や、老朽化した施設の更新について検討をしていただ

きたい。 

文化・芸術活動の振興については、「豊能町の石の文化財」のデジタル化、オオサ

カンなどNPO法人と連携したロビーコンサートなどが行われている。特にコンサー

トの開催件数がさらに増えており、積極的な取り組みが行われている。また、落語寄

席や NHK との共催での上方演芸会・公開講演会の開催など、イベントがより充実

してきたといえる。 

青少年健全育成については、子ども講座や親子講座の開催、「森と遊ぼう！！」と

いった事業、キャンプやスポーツ大会など、地域の青少年が保護者とともに積極的に

参加できる取り組みがなされている。また、社会教育関係団体や公民館使用団体等と

連携して土曜日に教育支援が行われており、地域の文化として青少年をともに育てよ

うとする姿勢がさらに進化している。今後もこのような取り組みを望みたい。 

図書館運営事業に関しては、指定管理者制度の導入の検討、開館 30周年記念事業、

消費者行政活性化事業、広域図書館連携の実施、講座・展示等の実施、ブックスター

ト事業、学校や各部署との連携が行われている。とりわけ講座・展示については、回

数が多く実施され、多くの住民が足を運んでいる。ブックスタートの継続実施は、町

全体の教育に関する取り組みの後押しとなることが考えられる。町民に役立つ図書館

として、図書館職員の研修の充実による専門性の向上を図り、町の教育レベルを長期

にわたって下支えする存在として不可欠なものになっていただきたい。 

 

 以上、検討した結果、豊能町教育委員会の事業に関しては、いくつかの課題がありな

がらも、適正かつ効果的に行われていると評価したい。今後も町住民の理解と協力を得

ながら、町の教育のさらなる向上と発展に寄与していただくことを期待したい。 
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資 料（平成 27 年度の利用状況等） 

 

１．在籍児童数（人）                   ※ 平成 27 年 5 月現在 

 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計 

東能勢小 36 20 25 38 38 27 184 

吉川小 16 9 16 10 17 17 85 

光風台小 42 27 43 40 36 56 244 

東ときわ台小 17 29 35 30 31 42 184 

 

２．在籍生徒数（人）      ※ 平成 27 年 5 月現在 

 

 

 

 

 

３．保育所・幼稚園・認定こども園等在籍数（人）       ※ 平成 27 年度末現在 

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 

3号 1号 2号 1号 2号 1号 ２号  

吉川保育所 9 11 20 － 17 － 25 － 24 106 

ふたば園 9 9 8 7 11 14 11 11 11 91 

ひかり幼稚園 － － － 34 － 46 － 31 － 111 

 

４．学校給食の状況 

（１）地場農産物の利用量（小学校） 

項 目 
利  用  量 

27年度 26年度 25年度 

米 6.2ｔ 6.8ｔ 7.1ｔ 

野菜 1.4ｔ 1.8ｔ 2.8ｔ 

計 7.6ｔ 8.6ｔ 9.9ｔ 

 

 

 

 

 

 1年 2年 3年 計 

東能勢中 44 29 29 102 

吉川中 109 106 123 338 
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（２）米飯給食の実施状況 

 ①小学校 

項 目 27年度 26年度 25年度 

米 飯 112日／週 3日 114日／週 3日 110日／週 3日 

パン給食 76日／週 2日 77日／週 2日 80日／週 2日 

 

 ②幼稚園（ひかり幼） 

項 目 27年度 26年度 25年度 

米 飯 69日／週 2日 68日／週 2日 64日／週 2日 

パン給食 73日／週 2日 73日／週 2日 75日／週 2日 

 

５．就学支援の状況 

（１）奨学資金 

①貸与状況 

項 目 27年度 貸与額（月額） 26年度 25年度 

高 校 8人 12,000円 9人 4人 

専修学校 0人 25,000円 0人 0人 

大 学 9人 25,000円 11人 10人 

 

②償還状況 

項 目 27年度 償還額 26年度 25年度 

対象者 57人 

3,030,800円 

63人 64人 

うち猶予者 5人 4人 5人 

うち未返還者 17人 15人 14人 

 

（２）就学援助 

①認定支給状況 

項 目 27年度 総支給額 26年度 25年度 

要保護・準要保護 児童数     67人 

8,035,137円 

67人 66人 

要保護・準要保護 生徒数     44人 49人 50人 

計 111人    116人    116人 
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６．公民館運営状況 

（１）主催事業 

 

 

（２）利用状況 

 27年度 26年度 25年度 

開 館

日数 

利 用

件数 

利用者

数(人) 

開 館

日数 

利 用

件数 

利用者

数(人) 

開館

日数 

利 用

件数 

利 用 者

数(人） 

中央公民館 296 1,587 16,448 297 1,711 19,488 291 1,573 18,042 

西公民館 314 6,001 75,857 317 5,711 77,330 323 5,476 80,603 

 

 

７．図書館運営状況 

（１）主催事業 

27年度 26年度 25年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

106回 1,546人 95回 1,619人 96回 1,615人 

 

（２）利用状況 

27年度 26年度 

開館日数 貸出人数 貸出冊数 登録者数 開館日数 貸出人数 貸出冊数 登録者数 

285 56,134 213,453 7,439 277 55,539 217,808 6,359 

25年度  

開館日数 貸出人数 貸出冊数 登録者数     

280 62,029 248,863 8,778     

   ※登録者数（3年以内の有効登録者数）、開館日数（本館の開館日数） 

 

 

 

 

 27年度 26年度 25年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

中央公民館 4回 108人  2回  34人 2回  37人 

西公民館 6回  76人 12回 112人 7回 129人 
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８．ユーベルホール運営状況 

 

９．郷土資料館利用者数 

 27年度 26年度 25年度 

利用者数 541人 637人 507人 

 

１０．体育施設利用状況 

施   設   名 
利用件数 

27年度 26年度 25年度 

ふれあい広場 

運動広場 172件 179件 210件 

ゲートボール場 62件 93件 103件 

テニスコート 1,002件 873件 921件 

スポーツ広場 
球技場 50件 92件 90件 

運動広場 336件 300件 266件 

野間口青少年総合

スポーツセンター 

青少年体育館 142件 233件 158件 

青少年グランド 50件 77件 86件 

青少年水泳プール       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27年度 26年度 

自主文化公演 貸 館 状 況 自主文化公演 貸 館 状 況 

回数 参加者数 使用日数 利用者数 回数 参加者数 使用日数 利用者数 

27回 3,888人 327日 21,926人 34回 4,808人 320日 25,466人 

25年度  

自主文化公演 貸 館 状 況   

回数 参加者数 使用日数 利用者数     

29回 3,969人 223日 21,020人     
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１１．シートス利用状況 

利  用  内  容 
利用者数（人） 

27年度 26年度 25年度 

プール・ジム・スタジオ他      151,994      147,258      134,713 

アリーナ       36,237       39,096       34,983 

第 2体育場        3,607        4,101        4,372 

テニスコート        9,744       10,004        9,122 

イベント事業        2,645          910          795 

計      204,227      201,369      183,985 
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