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Ⅰ はじめに 

 

（１）趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）第 26 条第１項の規定

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の点検及び評価（以下

「点検・評価」という。）を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、

これを公表することが義務付けられています。また、同条第２項の規定に基づき、点検・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こととされています。 

本報告書は、同法に基づき、平成 30年度における点検・評価の結果を報告するものです。 

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任され

た事務を含む。）を含む。）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・評価の目的 

教育委員会は、首長から独立した立場で、地域の学校教育、社会教育等に関する事務を担当する

行政機関として、全ての都道府県、市町村等に設置されている行政委員会です。その役割は、様々

な属性を持った複数の委員による合議により、専門的な行政職員で構成される事務局を指揮監督し、

中立的な意思決定を行うこととされています。 

点検・評価は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たし、信頼性

の向上を図ることを目的として行うものです。 

 

 

（３）点検・評価の対象とする事務 

地教行法に規定する教育委員会の権限に属する事務事業のうち、本市における教育の基本的な方

向性を定めた「第２期未来をつくる堺教育プラン（平成 28年度～令和 2年度）」の具体的な取組や

工程を示した実施プログラムに掲げる事業を対象とし、点検・評価を行いました。 
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（４）点検・評価に当たって 

点検・評価に当たっては、平成 30 年度の実施プログラム事業の実績、成果、課題、今後の方向

性等について検証を行うとともに、プランに掲げる、基本施策ごとの評価、検証を行いました。 

点検・評価の構成は次のとおりです。 

■基本施策ごとの評価 

プランに掲げる 5 つの基本的方向性のもと展開している 13 の基本施策ごとに、各実施プログ

ラム事業の取組内容、成果、課題等の点検結果を踏まえ、今後の方向性や対応を示しています。 

■事業評価 

 基本施策ごとの評価のもととなる事業評価として、実施プログラム事業ごとの詳細な評価を示

しています。 

■成果指標一覧 

基本施策ごとのプラン、各実施プログラム事業の成果指標の推移を示しています。 

■学識経験者の講評 

次の学識経験者にヒアリングを実施し、指導及び助言を求めるとともに、施策・事業の評価並

びに点検・評価の在り方及び実施手法について講評をいただきました。 

 

  ○森 田 英 嗣 氏（大阪教育大学 理事・副学長） 

○大 野 裕 己 氏（滋賀大学  大学院教育学研究科 教授） 
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Ⅱ 堺市教育委員会の組織と活動状況 

 

（１）教育委員会 

堺市教育委員会は、教育長と５人の委員から構成されている。教育長は、人格が高潔で、教育行

政に関し識見を有する者のうちから、教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し、識

見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が任命する（任期は教育長が３年、教育委員が

４年）。教育委員会の事務処理は、教育長を長とした事務局で行われ、合議体としての教育委員会

は、教育行政の方針その他の重要事項を決定する。 

 

 

 

（２）教育長・教育委員 

（令和元年８月１日現在）    

氏  名 職  名 任    期 

中 谷 省 三 教 育 長 平成３０年 ４月１日～令和３年３月３１日 

内 藤 早 苗 委   員 平成２７年１０月１日～令和元年９月３０日 

大 島 幸 恵 委   員 平成２９年１０月１日～令和３年９月３０日 

河 盛 幹 雄 委   員 平成２８年１０月１日～令和２年９月３０日 

宮 本   功 委   員 平成２８年１０月１日～令和２年９月３０日 

鈴 木 真由子 委   員 平成３０年１０月１日～令和４年９月３０日 
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美原図書館

中央図書館
西図書館

南図書館 栂分館、美木多分館

北図書館

図書館サービス係

堺市駅前分館

中図書館 東百舌鳥分館

東図書館 初芝分館

学校管理部 施設課 施設係、計画係、管理係、営繕係

教育環境整備推進室

（学童集団下痢症補

償対策担当部長）

総務課 管理係、企画情報係

地域教育支援部 美原こども館

放課後子ども支援課 管理係、企画運営係

保健給食課 管理係、給食係、保健係

教育センター

管理係、支援係地域教育振興課

支援教育課
学校教育部

生徒指導課

人権教育課

教職員人事部
教職員人事課 採用係、人事係、考査係

学校総務課 指導事務係、学校経理係

学校指導課

教育政策課 調整係、企画係

学務課 奨学係、学務係

教職員企画課 企画係、給与係、労務係

教育委員会 事務局 総務部 総務課 総務人事係、財務係

平成 30年 5 月 1日現在 （３）教育委員会事務局の組織 
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（４）教育委員会の活動状況 

 

①教育委員会会議 

   教育委員会会議は、毎月原則公開で開催しており、定例会は１２回、臨時会は１回開催した。  

なお、教育委員会議事録については、ホームページにて公開している。 

 

 

②総合教育会議 

   総合教育会議は、地教行法第１条の４の規定に基づき市長が設置し、市長と教育委員会で構成さ

れる会議で、市長の招集により１回開催した。なお、総合教育会議議事録については、ホームペー

ジにて公開している。 

 

 

 ③教育委員会意見交換会等の開催 

   教育行政の現状、課題等について、意見交換会（区教健意見交換会を含む）を１０回開催した。

また、毎月、事務局から学校園の状況を報告するとともに、様々な事象について随時報告を行う等、

教育現場の実情を把握するとともに、教育委員の識見を発揮しながら、教育活動の充実を図ってい

る。 

  

 

④その他の活動 

○学校施設、授業、部活動等の視察 

  上神谷支援学校（５月）、児童自立支援施設候補地（５月）、宮園小学校（１１月） 

○文化財等の視察 

  本願寺堺別院、山口家住宅（１月）、堺市博物館（１月、２月） 

○各種行事への出席等 

  全市校園長会（４月、７月） 

  中学校総合体育大会（８月） 

  学校理科展覧会（９月） 

  小学校連合運動会（１０月） 

  小学校連合音楽会（１１月） 

  中学校連合音楽会（１１月） 

  堺・教育フォーラム（１２月） 

教育委員会表彰式（３月） 
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（5）教育委員会議決案件等一覧表 （平成３０年 4月～平成３１年３月） 
回・開催日 月・種類・場所 議案（数字は議案番号） 報告（数字は報告番号） 教育長の報告 
第 5回 

H30.4.11 
4月定例会 
市役所本館 

 6 堺市教育委員会事務局
等事務分掌規則の一部改正
について 
7 堺市教育委員会公印規
則の一部改正について 
8 堺市教育委員会職員の
勤務時間等に関する規則の
一部改正等について 
9 堺市教育委員会の権限
に属する事務の補助執行に
関する規則の一部改正につ
いて 
10 堺市立学校職員の期末
手当及び勤勉手当に関する
規則の一部改正について 
11 堺市立学校職員の勤務
時間、休日、休暇等に関す
る規則の一部改正について 
12 堺市百舌鳥古墳群等史
跡保存整備委員会規則の制
定について 

①議会報告について 
②堺市教職員働き方改革
プランについて 

第 6回 
H30.5.9 

5月定例会 
市役所本館 

13 平成 31年度に堺市立学校で使
用する教科用図書採択の基本方針
及び採択基準について 
14 市長からの意見聴取（堺市立
美原こども館条例の一部を改正す
る条例）について 

  

第 7回 
H30.6.21 

6月定例会 
市役所本館 

15 堺市立学校非常勤職員の報酬
及び費用弁償に関する規則の一部
改正について 
16 堺市社会教育委員の解嘱及び
委嘱について 
17 堺市文化財保護審議会委員の
委嘱について 

13 堺市立学校職員の期末
手当及び勤勉手当に関する
規則の一部改正について 

 

第 8回 
H30.7.10 

7月定例会 
市役所本館 

18 教育に関する事務の管理及び
執行の状況の点検・評価報告書に
ついて 

14 堺市いじめ防止等対策
推進委員会委員の委嘱につ
いて 

①議会報告について 

第 9回 
H30.8.8 

8月定例会 
市役所本館 

19 堺市立学校において平成 31年
度に使用する教科用図書の採択に
ついて 
20 市長からの意見聴取（平成 30
年度 一般会計補正予算(第 1号)）
について 
21 市長からの意見聴取（平成 30
年度 一般会計補正予算(第 2号)）
について 
22 市長からの意見聴取（堺市附
属機関の設置等に関する条例の一
部を改正する条例）について 
23 市長からの意見聴取（工事請
負契約の締結）について 
24 市長からの意見聴取（工事請
負契約の締結）について 
25 市長からの意見聴取（堺市職
員及び組織の活性化に関する条例
等の一部を改正する条例）につい
て 

  

第 10回 
H30.9.7 

9月定例会 
市役所本館 

26 堺市就学援助規則の一部改正
について 

 ①平成 30 年度全国学
力・学習状況調査の結果
について 

第 11回 
H30.10.15 

10月定例会 
市役所本館 

 15 堺市立学校園性暴力防
止対策等推進委員会規則の
制定について 

①議会報告について 
②平成 31 年度堺市立学
校教員採用選考試験結果
について 

第 12回 
H30.11.5 

11月定例会 
市役所高層館 

27 堺市立学校園教職員人事につ
いて 
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回・開催日 月・種類・場所 議案（数字は議案番号） 報告（数字は報告番号） 教育長の報告 
第 13回 
H30.12.10 

12月定例会 
市役所本館 

28 平成 31 年度堺市立学校園教職
員定数配分方針の策定について 
29 堺市指定有形文化財の諮問に
ついて 
30 平成 30 年度堺市教育委員会表
彰(功績の部)の被表彰者の決定に
ついて 

16 市長からの意見聴取
(平成 30 年度堺市一般会計
補正予算(第 4 号))につい
て 
17 市長からの意見聴取
(平成 30 年度堺市一般会計
補正予算(第 5 号))につい
て 
18 市長からの意見聴取
(堺市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条
例)について 
19 堺市立学校職員の勤務
時間、休日、休暇等に関す
る規則の一部改正について 

 

第 1回 
H31.1.18 

1月定例会 
市役所本館 

1 平成 31年度全国学力・学習状況
調査への参加について 
2 市長からの意見聴取（堺市立学
校授業料等及び幼稚園保育料に関
する条例の一部を改正する条例）に
ついて 
3 堺市立学校園教職員人事につい
て 

1 堺市教育委員会非常勤
職員の報酬及び費用弁償に
関する規則及び堺市立学校
非常勤職員の報酬及び費用
弁償に関する規則の一部改
正について 
2 堺市立学校職員の期末
手当及び勤勉手当に関する
規則の一部改正について 

①議会報告について 

第 2回 
H31.2.13 

2月定例会 
市役所本館 

4 堺市子ども読書活動推進計画の
改定について 
5 堺市指定有形文化財の指定につ
いて 

3 市長からの意見聴取(平
成 31 年度堺市一般会計予
算)について 
4 市長からの意見聴取(平
成 30 年度堺市一般会計補
正予算(第 6号))について 
5 市長からの意見聴取(堺
市立みはら歴史博物館条例
の一部を改正する条例)に
ついて)について 

 

第 3回 
H31.3.2 

3月臨時会 
東文化会館 

6 堺市立学校園教職員の人事異動
について 

  

第 4回 
H31.3.15 

3月定例会 
堺市総合福祉会
館 

7 堺市教育委員会事務局等事務分
掌規則の一部改正について 
8 堺市教育委員会指定管理者候補
者選定委員会規則の一部改正につ
いて 
9 堺市立学校非常勤職員の報酬及
び費用弁償に関する規則の一部改
正について 
10 堺市教職員の人事評価に関す
る規則及び堺市立学校職員の初任
給、昇格、昇給等に関する規則の一
部改正について 
11 堺市教員育成指標の一部改定
について 
12 堺市立学校管理運営規則の一
部改正について 
13 堺市立幼稚園園則の一部改正
について 
14 事務局職員の人事異動につい
て 

6 市長からの意見聴取(平
成 30 年度堺市一般会計補
正予算(第 7号))について 

①平成 31 年度堺市立学
校園に対する指示事項に
ついて 

 



- 8 - 

 

Ⅲ 第２期未来をつくる堺教育プラン 
  

 「第２期未来をつくる堺教育プラン」は、平成 22年度に策定した「未来をつくる堺教育プラン」を継承、

発展させて、平成 28年度から令和２年度までの教育の充実に向けた基本的な方向性を定めるものである。 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．豊かな心の人づくり 

自分のよさや可能性を知り、相手の立場を思いやり大切にできる豊かな心、大きな視野で社会や 

ものごとをとらえることのできる心のゆとり、秩序を重んじる規範意識の育成を進めます。 

２．確かな学びの形成 

社会の中で生きていくために必要となる、自ら学び、学んだことを社会で生かすことのできる 

幅広い学力の確かな形成に努めます。 

３．ゆめをはぐくむ教育の推進 

未来をつくる子どもたちが、自分のよさや個性、可能性を発揮し、ゆめの実現に向けて多様な 

選択ができる教育を推進します。また、先人から受け継いだ自由・自治の精神、歴史・文化を 

継承し、優れた文化を創造できる教育を推進します。 

 

■自分のよさを知り、人とつながり協働する 

・自分のよさを知り、豊かな心と人権感覚をもつとともに、人とつながり協働する  

■自らを律し、自ら学び続ける 

 ・自ら学び、考え、よりよく問題を解決し、自ら未来を創る  

■ゆめの実現に向けて挑戦する 

 ・将来にゆめや希望をもち、その実現に向けてねばり強く努力する 

■堺を愛し、堺を誇りとする 

 ・堺の歴史・文化のよさを理解し、大切にするとともに、多様な文化を理解する  

 

■静謐な教育環境で「総合的な学力」をはぐくむ学校  

■子どもの発達課題に応じて一貫した教育を行う学校 

■「チーム力」を発揮し、地域とともに子どもを育てる学校 

 

■子どもを愛し、ゆめと情熱をもち続ける人  

■子どもに寄り添い、確かな指導力をもつ人  

■豊かな人権感覚をもち、信頼される人間力をもつ人 

めざす子ども像「それぞれの世界へはばたく“堺っ子”」 
 

堺市の教育理念「ひとづくり・まなび・ゆめ」 

めざす学校像「子どもの未来をつくる学校」 

めざす教員像「情熱・指導力・人間力を備えた教員」 
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◆プラン推進の基本的視点 

  

（１）「縦につながる教育」の推進 
 

子どもの発達課題に応じた、組織的・体系的な一貫した教育の推進 

・幼児教育から義務教育への円滑な接続を図ります。 

・中学校区での義務教育 9年間の一貫した学習指導・生徒指導の確立に取り組みます。 

 

（２）「横にひろがる教育」の推進 
 

学校・家庭・地域の連携・協働による、学校力の向上、子どもの豊かな学びの創造 

・家庭・地域と教育目標・課題を共有し、教育活動の充実・発展を図ります。 

・教職員と多様な専門家、地域人材による学校運営を推進します。 
 

 

 

◆５つの基本的方向性と１３の基本施策 
 

【基本的方向性１】 「総合的な学力」の育成  

         １ 自ら学び社会で生かす「総合的な学力」の育成 

       ２ 小中一貫教育による「つながる教育」の推進 

       ３ 発達や学びの連続性をふまえた幼児教育の推進 

４ ゆめを実現する高等学校教育の推進 

５ 自立をはぐくむ特別支援教育の充実 

６ 堺の地域資源を活用した教育の推進 

   

【基本的方向性２】 豊かな心と健やかな体の育成 

       ７ 豊かな人権感覚と道徳性の育成 

       ８ 秩序と活気のある学びの場づくり 

       ９ 体力の向上と健康的な生活習慣の確立 

    

【基本的方向性３】 学校力・教師力の向上 

１０ 学校マネジメント力の向上 

       １１ 信頼される教員の育成        

    

【基本的方向性４】 家庭・地域とともに教育を推進  

      １２ 「ひろがる教育」の推進と学びの支援 

    

【基本的方向性 5】 よりよい教育環境の充実 

      １３ 安全・安心で良好な教育環境の整備 
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Ⅳ 実施プログラム 
 

「第２期未来をつくる堺教育プラン」に掲げた施策の効果的かつ着実な推進のために、実施プログラムを 

策定し、平成 28年度から令和２年度の５年間で取り組む主な事業を次のとおり定めた。 

 

【基本的方向性１】「総合的な学力」の育成 

基本施策（１）自ら学び社会で生かす「総合的な学力」の育成 

 （１）－ ① 学力向上推進事業 

 （１）－ ② 英語教育推進事業                         

 （１）－ ③ キャリア教育推進事業 

 （１）－ ④ 学校図書館教育推進事業                                      

 （１）－ ⑤ 科学教育推進事業 

 （１）－ ⑥ 堺マイスタディ事業 

基本施策（２）小中一貫教育による「つながる教育」の推進 

 （２）－ ① 小中一貫教育推進事業 

基本施策（３）発達や学びの連続性をふまえた幼児教育の推進 

 （３）－ ① 幼児教育推進事業                                        

基本施策（４）ゆめを実現する高等学校教育の推進 

 （４）－ ① ゆめをはぐくむ高等学校教育推進事業 

基本施策（５）自立をはぐくむ特別支援教育の充実 

 （５）－ ① 特別支援教育環境整備事業 

 （５）－ ② ユニバーサルデザインスクール事業 

 （５）－ ③ 特別支援教育推進事業 

基本施策（６）堺の地域資源を活用した教育の推進 

 （６）－ ① 子ども堺学の推進 

【基本的方向性２】豊かな心と健やかな体の育成 

基本施策（７）豊かな人権感覚と道徳性の育成 

 （７）－ ① 人権教育の推進 

 （７）－ ② 道徳教育の推進 

 （７）－ ③ 堺・スタンダードの推進 

基本施策（８）秩序と活気のある学びの場づくり 

 （８）－ ① 生徒指導の推進と生徒指導の支援体制の充実 

 （８）－ ② 教育相談事業 

基本施策（９）体力の向上と健康的な生活習慣の確立 

  （９）－ ① 体力向上推進事業                                        

 （９）－ ② 食育推進事業 

 （９）－ ③ 部活動推進事業 
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【基本的方向性３】学校力・教師力の向上 

基本施策（10）学校マネジメント力の向上 

 （10）－ ① 学校マネジメント支援事業 

 （10）－ ② 堺版 コミュニティ・スクール推進事業 

基本施策（11）信頼される教員の育成 

 （11）－ ① 教職員研修事業 

 （11）－ ② 教職員採用事業・人事配置 

【基本的方向性４】家庭・地域とともに教育を推進 

基本施策（12）「ひろがる教育」の推進と学びの支援 

 （12）－ ① 家庭教育をはじめとした保護者への支援や地域での子どもの健全育成に対する支援                        

 （12）－ ② 区教育・健全育成にかかる取組の充実 

 （12）－ ③ 堺版コミュニティ・スクール推進事業（再掲） 

 （12）－ ④ 放課後等の健全育成事業                      

 （12）－ ⑤ 地域の知の拠点としての図書館の充実                      

【基本的方向性５】よりよい教育環境の充実 

基本施策（13）安全・安心で良好な教育環境の整備 

 （13）－ ① 中学校給食事業                                  

 （13）－ ② 学校教育ＩＣＴ化推進事業                                 

 （13）－ ③ 学校園の教育環境の充実                           
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Ⅴ 点検・評価の結果 

【基本的方向性１】「総合的な学力」の育成 
 
 ■基本施策（１）自ら学び社会で生かす「総合的な学力」の育成 
 
 ◆施策の内容 

言語能力を基盤とした「学力」・「学びの基礎力」・「社会的実践力」をバランスよく育てるため、英語教
育、キャリア教育、学校図書館教育などの学力向上に係る事業に取り組む。 

 
 ◆取組内容 

・各種学力調査等の結果をもとに作成した「総合学力プロフィール」を活用・分析したうえで、教育
課程や学校力向上プランを見直すよう各学校に周知した。 

・小学校外国語活動の指導にあたり、専門的な知識を有する小学校英語指導加配教員や非常勤講師を
配置した。 

・授業での学校図書館の活用を促進するため、全小学校に対して学校図書館職員や学校司書による巡
回訪問を行い、各学校にニーズに合わせた指導助言を行った。 

・教員の指導力向上や授業改善を図るため、英語教育やキャリア教育、理科・科学教育等、様々な分
野・教科で教員研修を行った。 

・「土曜マイスタディ」の実施校を 14校に拡充し、効果検証のために実施校での抽出調査を行った。 
 
 ◆成果と課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校では、国語Ａ（知識）、算数Ａ（知識）、Ｂ（活用）にお
いて全国平均を超えた。中学校では、前年度と比較して、数学Ｂ（活用）以外の教科で改善が見られ
たが、学力低位層の割合（正答率 40％未満の生徒の割合）は、全国に比べて高くなっている。 

・新学習指導要領への対応をさらに進める必要がある。 
・小学校へのアンケートの結果、学校図書館の蔵書整備が進み、各学校で授業での学校図書館の活用が

進んでいることがうかがえる。 
・「土曜マイスタディ」実施校で抽出調査を行ったところ、参加生徒の学力の伸びが見られた。 
 

 ◆今後の方向性 
・各学校で、「総合学力プロフィール」に基づく検証改善サイクルに継続して取り組む。 
・中学校での家庭学習習慣の定着に向けて、家庭学習と関連付けた授業づくりに取り組む。 
・新学習指導要領への移行に向けて、小学校の外国語活動の授業時間数を拡充し、英語に触れる機会
を増やす。 

・市立図書館司書と学校図書館担当指導主事がチームとなって小学校のモデル校を訪問し、学校図書
館を活用した授業支援や環境整備支援等を行う。 

・総合的な学力向上研究校の取組発信や、教員の英語力を高める研修、理科の観察・実験に役立つ効
果的な教材研修や科学教育研修等を実施し、教員の指導力向上を図る。 

・「土曜マイスタディ」で引き続き効果検証を行う。 
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◆事業評価 

 

  

（１）－ ① 学力向上推進事業 学校指導課 

事業概要 
・言語活動の充実と子ども自身が主体的に学び、考える授業の充実に取り組む。 

・自律的に学ぶ力の育成に資する家庭学習習慣の形成に取り組む。 

H29 課題 

・自ら課題を見出し、学んだことを活用しながら、課題を解決する学習過程を重視し、総合

的な学習の時間を軸とした教科横断的な視点でのカリキュラム・マネジメントを推進する

必要がある。 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、中学校では全ての区分で全国平均を下回っている。 

H30 取組内容 

・各種学力調査等の結果をもとに作成した「総合学力プロフィール」を各学校が活用・分析

したうえで、習得した知識を相互に関連付けてより深く理解できるよう教科横断的に授業

改善を進めるなど、各校の教育課程や学校力向上プランを見直すよう周知した。 

・全小中学校で「堺版授業スタンダード」（授業で大切にしたい学習の流れや指導のポイント

をまとめたもの）をふまえた学びの質や深まりを重視した授業改善に取り組んだ。 

・自主学習ノートによる家庭学習の取組を学校全体で組織的・継続的に推進するとともに、

毎日宿題を課し点検するシステムを構築するよう周知した。 

・堺独自の少人数教育によるきめ細かな学習指導を実施した。 

・総合的な学力向上研究指定校、授業力向上研究校、学力向上重点校の取組の成果を、公開

授業等により全市に発信した。 

成果と課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校では、国語Ａ（知識）、算数Ａ（知識）、Ｂ（活

用）において全国平均を超えた。中学校では、前年度と比較して、数学Ｂ（活用）以外の

教科で全国平均との差が小さくなったが、学力低位層の割合（正答率 40％未満の生徒の割

合）は、全国に比べて各教科で 2～4 ポイント程度高くなっている。 

今後の方向性 

・各学校が「総合学力プロフィール」を活用・分析することにより、自校の課題を明らかに

し、課題の克服を図ることを通して、R-PDCA サイクルに継続して取り組む。 

・自律的に学ぶ力を育成するため、学校全体で、各学年での学びの系統性をふまえた自主学

習ノートの取組を進める。 

・中学校では、家庭学習習慣の定着に向けて、毎日宿題を課し点検するシステムを組織的に

構築するよう、引き続き周知するとともに、家庭学習と関連付けた授業づくりに取り組む。 

・各研究校を総合的な学力向上研究校に統合して加配教員を配置し、研究内容や成果を全市

に発信することにより、市全体の総合的な学力の向上を図る。 
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（1）－ ② 英語教育推進事業 学校指導課 

事業概要 

・新学習指導要領への移行にあたり、小学校 3・4 年生に外国語活動を導入するとともに、5・

6 年生では外国語科の内容を一部取り入れた外国語活動を実施する。 

・小学校外国語活動や中学校英語の授業でネイティブスピーカーを活用する。 

H29 課題 

・中学 3 年生を対象とした「平成 29 年度英語教育実施状況調査」では、政府目標「英検 3

級程度以上 50％」に対し、本市結果は 27.6％であり、目標値を大きく下回っている。 

・小学校において、英語を指導するために必要な指導力を持った教員を確保するとともに、

小中学校教員の英語指導力の向上が必要である。 

・新学習指導要領への対応をさらに進める必要がある。 

H30 取組内容 

・新学習指導要領への移行のため、小学校 3・4 年生で外国語活動を 15 単位時間、5・6 年 

生で 50 単位時間実施した。また、小学校 3・4 年生でネイティブスピーカーを活用した授

業時間を拡充した。 

・小中学校教員の指導力向上のため、外部機関と連携した教員研修を実施した。 

・小学校教員に対し、新教材を活用した具体的な指導方法についての研修を実施した。 

・中学校英語科教員に対して、スピーキングテスト等のパフォーマンステストを活用した 

指導についての研修や、新学習指導要領に基づく授業改善についての研修、生徒の英語力

を適切に評価するための研修を実施した。 

・小学校の外国語活動の指導にあたり、専門的な知識を有する小学校英語指導加配教員や非 

常勤講師を配置した。 

成果と課題 

・「堺市『子どもがのびる』学びの診断」の結果、「英語を使ってコミュニケーションを図り

たいと思う」と答えた児童の割合は 1.2 ポイント増加し、「英語の授業の内容はよく分かる」

と答えた生徒の割合は 1.4 ポイント増加した。 

・小学校で、引き続き英語を指導するために必要な指導力をもった教員を確保する必要があ

る。 

・新学習指導要領への対応をさらに進める必要がある。 

今後の方向性 

・小学校 3・4 年生で年間 25単位時間、5・6 年生で年間 60単位時間の外国語活動を実施し、

英語に触れる機会を拡充する。 

・外国語活動を指導する小学校英語指導加配教員の配置を拡充する。 

・引き続き、小中学校教員の英語力を高める研修を実施するとともに、中学校英語科教員が、 

国が示す基準に沿って生徒の英語力を適切に評価できるよう研修等を実施する。 
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（1）－ ④ 学校図書館教育推進事業 学校指導課 

事業概要 
市立図書館と連携して、学校図書館の環境整備や蔵書整備を充実させ、学校図書館職員・学

校司書や学校図書館サポーターを活用して児童生徒の読書活動・学習活動の促進を図る。 

H29 課題 

・学習活動における学校図書館の活用を促進する。 

・学校司書と連携した学校図書館サポ―ターの活用方法について検討する。 

・巡回訪問後の各小学校における効果を検証する必要がある。 

H30 取組内容 

・学校図書館の授業での活用を促進するため、全小学校に対して学校図書館職員や学校司書

による巡回訪問を行い、選書など各学校のニーズに合わせた具体的な指導助言を行った。

また、中学校の学校司書に対して、授業での学校図書館の活用事例や年間計画の立て方に

ついての研修や情報交換を行った。 

・毎月 1 回程度、学校図書館職員連絡会を行い、学校司書と学校図書館サポーターとの連携

や研修内容について協議した。 

・巡回訪問や選書支援、学校図書館職員連絡会や司書研修等での助言など、市立図書館との

連携を図った。 

成果と課題 

・小学校への巡回訪問後のアンケートの結果、調べ学習用の図書を計画的に購入するなどの

蔵書整備が進んでいることがうかがえる。総合的な学習の時間や社会科の調べ学習等で利

用するなど、授業での学校図書館の活用が進んでいることがうかがえる。 

・中学校図書館の開館日数・来館者数が増加した。 

・「学校の授業以外に、普段読書をしている」と答えた児童生徒の割合は、小学校で 0.7 ポイ

ント減少したが、中学校で 1.9 ポイント増加した。 

・引き続き、学校図書館の授業での利活用を推進する必要がある。 

・司書教諭･学校司書･学校図書館サポーターを対象とした研修内容を充実させる必要がある。 

今後の方向性 

・小学校でモデル校を指定し、市立図書館司書と学校図書館担当指導主事がチームとなって

学校を訪問し、授業支援や環境整備支援等を行う。 

・並行読書や調べ学習等を各教科の年間計画に組み込むなど、授業で学校図書館を活用する

よう、引き続き周知する。 

・学校司書・司書教諭・学校図書館サポーターを対象とした研修の内容や回数等を見直す。 

  

（1）－ ③ キャリア教育推進事業 学校指導課 

事業概要 
社会的・職業的自立に向けて、基盤となる基礎的・汎用能力を育成し、勤労観や職業観を形

成するため、子どもたちの発達の段階に応じたキャリア教育の充実を図る。 

H29 課題 
・中学校での系統的なキャリア教育を継続して実施する必要がある。 

・児童生徒が様々な分野について知識を習得し、体験できる機会を設ける必要がある。 

H30 取組内容 

・各学校で特色あるキャリア教育の充実を図ることを目的に、各小中学校のキャリア教育担

当者を対象に「キャリア教育の視点に立ったカリキュラム・マネジメント」をテーマにし

た研修を実施した。 

・各学校で活用した外部人材等の情報や、児童生徒が文化・芸術等を体験できる機会等の情

報を集約し、学校に発信した。 

成果と課題 

・文化人、芸術家、堺ゆかりの著名人等の「本物」とのふれあいを年１回以上体験できる機

会を設けた学校が 88.6％と高い割合となっている。 

・中学校での系統的なキャリア教育を継続して実施する必要がある。 

・（公財）日本サッカー協会（JFA）と連携したトップアスリート派遣のニーズが高いため、

対応策を講じる必要がある。 

今後の方向性 

・トップアスリート派遣に加え、(株)セレッソ大阪と連携した派遣事業を実施する。 

・外部人材・地域人材の活用及び教員の指導力向上のための研修を行い、各学校が子どもた

ちの状況、地域の特性をいかした効果的なキャリア教育が行われるように支援する。 

・児童生徒が社会的・職業的自立に向けて必要となる資質・能力を身につけられるよう、各

学校で、組織的かつ計画的に各教科と連携したキャリア教育の取組を行う。 
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（1）－ ⑤ 科学教育推進事業 教育センター 

事業概要 

・研修の充実を図り、教員の指導力・観察実験技能の向上に取り組む。  

・科学催事、大学との連携、専門家による授業などを通して、児童生徒の理科や科学に対す

る興味・関心を高める。  

H29 課題 

・「平成27年度全国学力・学習状況調査」における理科の正答率が、小中学校ともに全国平

均値を大きく下回っている。 

・「平成29年度大阪府チャレンジテスト」における理科の得点は府平均100換算でA（知識）

98.7、B（活用）99.0と府平均を下回っている。  

H30 取組内容 

・小学校での「堺版授業スタンダード・小理」を活用した研修、各科学教育研修、小学校理

科単元別教材研修について、より授業実践に役立つよう改善して実施した。 

・観察実験アシスタント配置校での公開授業による校内研修、授業改革専門指導員※による 

巡回指導や小学校理科指導力向上研修により、小学校教員の授業力向上を図った。 

・中学校教科別研修（理科）や、中学校教育研究会理科部会研究グループに対する指導・助

言を通して、中学校教員の授業力向上を図った。 

成果と課題 

・「大阪府チャレンジテスト」では、理科の得点が府平均100換算でA100.5、B99.3と向上し

た。また、「堺市『子どもがのびる』学びの診断」では、「理科の授業の内容がよくわかる」

の質問に対する肯定的回答は、中学校1・2年生で75.9％と前年度を上回った。 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、理科の全国平均100換算値が小学6年生98.3（H27:94.9）、

中学3年生95.5（H27:92.5）と、小中とも全国との差が縮まったものの、全国平均に達して

いない。また、質問紙調査の結果から、理科室での観察・実験の頻度が低い。 

今後の方向性 

・初等教育研究会理科部会と連携し、令和 2 年度から全面的に実施される新小学校学習指導

要領に合わせて「堺版授業スタンダード・小理」を改訂する。 

・授業改革専門指導員を活用し、小学校教員の理科授業力の向上を図る。 

・中学校教育研究会理科部会と連携し、「堺版授業スタンダード・中理」を作成する。 

・理科室での観察・実験に役立つ効果的な教材研修、科学教育研修等を実施する。 

 
※授業改革専門指導員：小学校を中心に巡回訪問するなどして、理科の授業改善に向けた指導・支援

を行う再雇用教員 
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（1）－ ⑥ 堺マイスタディ事業 学校指導課 

事業概要 
・放課後や長期休業中等を活用し、学習意欲の向上等を目的に、児童生徒に学習支援を行う。 

・中学校 14 校において、民間企業のノウハウを活用し、土曜日に学習支援を行う。 

H29 課題 

・指導スタッフやコーディネーターを確保し、育成する必要がある。 

・児童生徒の個別のニーズに応じた学習支援を行う必要がある。 

・「土曜マイスタディ」の検証を引き続き行う必要がある。 

H30 取組内容 

・指導スタッフやコーディネーターを対象に、指導の具体的なポイントや工夫について研修

を実施した。 

・コーディネーターや指導スタッフ同士で、各校の実践事例を情報交換し、交流する機会を

設けた。 

・大阪府立大学の学生に事業の説明を行うなど、大学と連携し指導スタッフの確保を図った。 

・「土曜マイスタディ」の実施校を 14 校に拡充し、効果検証のために実施校での抽出調査を

行った。 

成果と課題 

・「マイスタディの学習は楽しい」と答えた児童生徒の割合は小学校で 81％、中学校で 74％、 

「マイスタディの学習はよくわかる」と答えた児童生徒の割合が小学校で 88％、中学校で

78％となっており、児童生徒が意欲的に学習していると考えられる。 

・「マイスタディに参加して授業がよく分かるようになった」と答えた児童生徒の割合は、小

学校では 0.4 ポイント減少したが、中学校では 0.9 ポイント増加した。 

・「土曜マイスタディ」実施校へのアンケート調査で「参加してから学校での授業がよくわか

るようになった」と答えた生徒の割合が、80％と高い。 

・「土曜マイスタディ」実施校における「大阪府チャレンジテスト」の結果について、参加生

徒の中学校 1 年生時と中学校 2 年生時の学力結果を比較したところ、市平均を 100 とした

場合、数学で 9.4 ポイントの増加が見られた。 

今後の方向性 

・堺マイスタディ・スタッフ研修やコーディネーター連絡会において、授業内容の復習を含

めた指導法等についての研修をすすめるとともに、コーディネーター・指導スタッフが情

報交換を行い、「マイスタディ」の運営を充実させる。 

・「土曜マイスタディ」で引き続き効果検証を行う。 
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 ■基本施策（２）小中一貫教育による「つながる教育」の推進 
 
 ◆施策の内容 

子どもの育ちと学びの連続性を重視した「つながる教育」の実現に向け、子どもの発達課題をふまえ
た義務教育 9年間の小中一貫した教育を推進する事業に取り組む。 

 
 ◆取組内容 

・小中一貫教育推進リーダー連絡協議会において課題別研究を実施するとともに、小中学校の相互授
業参観や家庭学習の習慣化等の研究を行うことで、各中学校区で小中学校を結ぶ取組のコーディネ
ートを行う小中一貫教育推進リーダーの資質・能力の向上や小中学校の連携強化に努めた。 

・小中一貫教育全体協議会において、さつき野学園、大泉学園による、9年間を見通しためざす子ども
像の共有や、発達段階ごとに育成をめざす資質・能力の系統表に関する取組を報告し、次年度以降、
各小中学校で系統表等を作成するための準備を進めた。 

 
 ◆成果と課題 

・近隣の小中学校と合同して授業研究や研修等を実施している学校の割合は、小学校で 82.7％、中学
校で 95.3％と増加している。 

 
 ◆今後の方向性 

・施設分離型の小中学校においても、9年間を見通しためざす子ども像を共有するとともに、教育目標
の設定や発達段階に応じた目標（何ができるようになるか）の設定を行う。 

・「第 14回小中一貫教育全国サミット in堺」の開催を通じて、本市のこれまでの取組を総括し、小中
一貫教育のさらなる充実に取り組む。 

 
 ◆事業評価 
 

（2）－ ① 小中一貫教育推進事業 学校指導課 

事業概要 
中学校区で小中共通の教育目標を設定し、その目標達成や生徒指導の確立に向け、義務教育

9 年間を見通した学習指導・生徒指導体制に基づく小中一貫した教育を行う。 

H29 課題 

・近隣の小中学校と合同して授業研究や研修等を実施している学校の割合は、小学校で

67.7％、中学校で86.1％と、前年度より低下している。 

・義務教育学校設置に向けて検討する必要がある。 

・小中一貫教育推進リーダーの課題別グループの取組から、家庭学習の習慣化に向けた取組

や小中学校の相互授業参観等による連携の強化を推進していく必要がある。 

H30 取組内容 

・小中一貫教育推進リーダー連絡協議会において課題別研究を実施するとともに、小中学校

の相互授業参観や家庭学習の習慣化等の研究を行うことで、小中一貫教育推進リーダーの

資質・能力の向上や小中学校の連携強化に努めた。 

・小中一貫教育全体協議会において、本市の小中一貫教育における成果と課題を全小中学校

に周知した。また、さつき野学園、大泉学園による、9 年間を見通しためざす子ども像の

共有や発達段階ごとに育成をめざす資質・能力の系統表に関する取組を報告し、次年度以

降、各小中学校で系統表等を作成するための準備を進めた。 

・義務教育学校設置に向けて、他市事例の研究を行った。 

・令和元年 11 月の「第 14 回小中一貫教育全国サミット in 堺」の開催に向けて、準備を進め

た。 

成果と課題 

・近隣の小中学校と合同して授業研究や研修等を実施している学校の割合は、小学校で

82.7％、中学校で 95.3％と増加している。 

・全中学校区で、9 年間を見通しためざす子ども像の共有や教育目標の設定、発達段階に応

じた目標（何ができるようになるか）を設定する必要がある。 

今後の方向性 

・施設分離型の小中学校においても、9 年間を見通しためざす子ども像の共有や教育目標の

設定、発達段階に応じた目標（何ができるようになるか）を設定する。 

・義務教育学校設置に向けて引き続き検討する。 

・「第 14 回小中一貫教育全国サミット in 堺」の開催を通じて、本市のこれまでの取組を総括

し、小中一貫教育のさらなる充実に取り組む。 
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 ■基本施策（３）発達や学びの連続性をふまえた幼児教育の推進 
 
 ◆施策の内容 
  幼児の生活や発達をふまえ、幼児期の学びの芽生えから児童期の自覚的な学びへの円滑な接続が図られ

るよう、幼児教育の充実を図る事業に取り組む。 
 
 ◆取組内容 

・幼児教育・保育施設における幼児教育の質の向上に向け、指導マニュアルの一つとして作成した「幼
児教育堺スタンダードカリキュラム」（H29改訂）の普及・啓発のための研修会を実施した。 

・保幼小合同研修会への小学校教員の参加を働きかけるとともに、幼小の研修参加者が指導方法や 
子ども理解等について交流する時間を設定した。 

 
 ◆成果と課題 

・保幼小合同研修会に教員が参加した小学校の割合が前年度より増加し、幼小の交流が進んだ。今後、 
教育課程の共有等も含め、幼小接続への意識をさらに向上させる必要がある。 

 
 ◆今後の方向性 

・小学校教育への接続をより円滑に進めるため、保幼小合同研修会を年 2回実施し、幼小の教職員の 
交流を充実させるとともに、スタートカリキュラムについて啓発を進める。 

 
 ◆事業評価 
 

（3）－ ① 幼児教育推進事業 
学校指導課・ 

教育環境整備推進室 

事業概要 
全ての幼児教育・保育施設と小学校との接続期における教育・保育の充実や、幼児期におけ

る特別支援教育の推進を図る。 

H29 課題 

・改定した「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」を普及・啓発する必要がある。 

・保幼小合同研修会に教員が参加した小学校の割合が減少しており、受講を働きかける必要

がある。 

・幼児期における特別支援体制の構築に向け、公民園種を超えた連携が必要である。 

H30 取組内容 

・「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」の普及・啓発のための研修会を実施した。 

・保幼小合同研修会への小学校教員の参加を働きかけるとともに、幼小の研修参加者が指導

方法や子ども理解等について交流する時間を設定した。 

・堺市幼児教育アドバイザーと指導主事による私立民間園への園内研修支援を開始した。 

・幼児教育アドバイザー等連絡会議を開催した。 

・幼児期における特別支援について、公民園種を超えた支援体制の情報共有を行い、共通理

解を図った。 

成果と課題 

・「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」に関する研修会や保幼小合同研修会、幼児教育ア

ドバイザー等連絡会議の開催により、幼小連携がさらに進んだ。 

・保幼小合同研修会に教員が参加した小学校の割合が増加し、約 6 割となった。 

・園内研修支援を行った私立民間園へのアンケートにおいて、全ての園で指導助言が「参考

になる」との回答を得た。 

・今後、教育課程の共有等を含めた幼小接続への意識をさらに向上させる必要がある。 

今後の方向性 

・保幼小合同研修会を年 2 回実施し、幼小の教職員の交流を充実させる。 

・スタートカリキュラムについての啓発を進める。 

・幼児教育アドバイザー等連絡会議を継続し、研究保育や公開保育等の情報共有を進める。 

・幼児期の特別支援体制の構築について、関係課とさらに連携を進める。 
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 ■基本施策（４）ゆめを実現する高等学校教育の推進 
 
◆施策の内容 
堺高等学校で、専門教育を通して生徒一人ひとりの個性と能力を引き出し、創造力豊かな人材の育成を
めざす教育を推進するとともに、地域と連携した教育の充実に取り組む。 

   
 ◆取組内容 

・授業や学校行事の様子をホームページで分かりやすく紹介するとともに、中学校の進路説明会等で 
堺高校を PRするなど広報活動を充実させた。 

・「主体的・対話的・深い学び」の実現に向けた授業改善に取り組むとともに、今後導入される大学 
入学共通テスト等をふまえた進路指導を行った。 

・仁徳天皇陵古墳周辺の清掃活動や科学催事である「サかイエンス」など、地域活動や市の行事に生徒
が積極的に貢献した。 

 
 ◆成果と課題 

・「堺高校に進学させてよかった」「堺高校で子どもは大きく成長した」と答えた保護者の割合はそれ 
ぞれ 94％、93％と高い。また、「堺高校を選んでよかった」と答えた生徒の割合が増加した。 

・入学志願者数が減少傾向の専門学科がある。 
 

 ◆今後の方向性 
・学習指導内容に加えて学校行事やクラブ活動等を充実させ、堺高校の魅力を広く PRする。 
・国が示す高等学校教育改革をふまえ、学習指導を充実させるとともに、生徒一人ひとりにきめ細かな
進路指導を行う。 

 
 ◆事業評価 
 

（４）－ ① ゆめをはぐくむ高等学校教育推進事業 学校指導課 

事業概要 

・「サイエンス」「マネジメント」「ものづくり」の専門学科で生徒の「総合的な学力」を育成

し、生徒一人ひとりが希望する進路目標を実現するための教育に取り組む。 

・・地域に貢献する学校づくりを推進する。 

H29 課題 

・近年、入学志願者数が減少傾向にあり、本校の魅力を高め、広報活動を充実させる必要が

ある。 

・地域活動への参画を一層進める必要がある。 

・・大学入試改革や新学習指導要領をふまえて、学習指導を一層充実させる必要がある。 

H30 取組内容 

・ホームページでは、堺高校での生活がイメージしやすいよう、写真を多く用いて授業や学

校行事の様子を紹介するとともに、中学校の進路説明会等で堺高校をPRするなど広報活動

を充実させた。 

・仁徳天皇陵古墳周辺の清掃活動や「サかイエンス」など、地域活動や市の行事に生徒が積

極的に参加した。 

・生徒が自ら課題を設定し、研究発表を行う学習や英語でのディベート、ポスターセッショ

ンなど生徒の「主体的・対話的・深い学び」の実現に向けた授業改善に取り組んだ。 

・外部企業のノウハウを活用し、今後導入される大学入学共通テスト等の情報を収集し、生

徒一人ひとりに対応した進路指導を行った。 

・教員が様々な人権課題に対応する力を身に付けられるよう、人権研修を実施した。 

成果と課題 

・「堺高校に進学させてよかった」「堺高校で子どもは大きく成長した」と答えた保護者の割

合はそれぞれ94％、93％と高い。 

・「堺高校を選んでよかった」と答えた生徒の割合が6ポイント増加し、71％となった。 

・入学志願者数が減少傾向の専門学科がある。 

今後の方向性 

・学習指導内容に加えて、生徒がいきいきと主体的に学校生活を送れるよう学校行事やクラ

ブ活動等を充実させ、ホームページや学校見学等で積極的に情報発信し、堺高校の魅力を

広くPRする。 

・国が示す高等学校教育改革の方向性をふまえ、大学や社会との接続を意識した学習指導を

充実させるとともに、生徒一人ひとりのニーズに応えるきめ細かな進路指導を行う。 

  



- 21 - 

 

 

 ■基本施策（５）自立をはぐくむ特別支援教育の充実 
 
 ◆施策の内容 
  特別な支援が必要な子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、個に応じた指導を充実するため、教員

の専門性や指導力の向上、学習環境の整備等に取り組む。また、地域の学校等の要請に応じ、障害のあ
る子どもの支援について必要な指導・助言を行うなどの支援学校のセンター的機能の充実に取り組む。 

 
 ◆取組内容 
  ・支援学級担任研修や支援学校での公開研修をはじめとする教員研修を実施した。また、研修に参加 

した教員から参加できなかった教員への伝達講習を実施した。 
・通級指導教室担当教員への研修等、実践的な研修を実施した。 
・2中学校において他校通級を開始した。 
・中学校に対して、支援学校のセンター的機能の活用を周知した。 

 
 ◆成果と課題 

・支援学級の教育ニーズや課題に対応できるよう、教員研修の内容を精査する必要がある。 
・実践的な研修により、通級指導教室担当教員の専門性が向上した。 
・中学校の他校通級の利用を促進する必要がある。 

 
 ◆今後の方向性 

・より教育実践につながるような教員研修を行う。 
・全教員を対象とした研修や通級指導教室担当教員対象の研修等を継続して実施する。 
・中学校の他校通級の利用につながるよう保護者への周知に取り組む。 

 
 ◆事業評価 
 

  

（５）－ ① 特別支援教育環境整備事業 支援教育課 

事業概要 
特別な支援が必要な子どもに応じた指導を充実するために、教員の専門性や指導力を向上す

るとともに、校内支援体制及び相談体制を確立する。 

H29 課題 
・支援学級担任研修の参加率を高めるとともに、研修内容を充実する必要がある。 

・合理的配慮協力員※配置により、学校の行う合理的配慮の提供を支援する必要がある。 

H30 取組内容 

・支援学級担任研修を年 6 回、新任支援学級担任研修を年度当初に１回実施した。 

・日々の教育活動につながる実践的な取組を中心に、支援学校のセンター的機能を活用した

公開研修を 6 回実施した。 

・研修に参加した教員から参加できなかった教員への伝達講習を実施した。 

・学校の行う合理的配慮提供のために、対象児童生徒の状況に応じて、合理的配慮協力員を

配置した。 

成果と課題 

・支援学級担任研修の参加率は 92％であった。 

・支援学級の教育ニーズや課題に対応できるよう、教員研修の内容を精査する必要がある。 

・合理的配慮協力員配置により、学校の行う合理的配慮の提供を支援することができた。 

今後の方向性 

・支援学級担任研修とともに、各学校で校内関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整

等を行う特別支援教育コーディネーターの研修の充実を図る。 

・支援学校のセンター的機能を活用した公開研修を、より日々の教育実践につながるような

内容で行う。 

・支援が必要な子どもの実態を把握し、引き続き、支援学級付介助員、看護師、合理的配慮

協力員等の配置を行う。 

 

※合理的配慮協力員：通常の学級に在籍する、肢体不自由等の障害により合理的配慮が必要な児童生徒

に対して、日常生活における個別の支援を行う。 
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（５）－ ③ 特別支援教育推進事業 支援教育課 

事業概要 支援学校における専門性の向上及びセンター的機能の充実に取り組む。 

H29 課題 
・支援学校のセンター的機能を活用した地域の学校への支援について、小学校に比べ支援回

数としては少ない中学校への支援充実を図る必要がある。 

H30 取組内容 

・引き続き、特別支援教育コーディネーター2 人を支援学校に専任配置し、校内体制及びセ

ンター的機能の充実を図った。 

・各学校園、特に中学校に対して、積極的に支援学校のセンター的機能の１つである教育相

談を活用するよう周知した。 

成果と課題 
・支援学校のセンター的機能を活用した地域の学校園への支援割合は目標値を上回っている。 

・引き続き中学校への支援充実を図る必要がある。 

今後の方向性 

・支援学校特別支援教育コーディネーターを中心とした支援学校教員の専門性向上と地域支

援のための校内体制充実に取り組む。 

・中学校に対する支援学校のセンター的機能活用の周知に引き続き取り組む。 
 
 

  

（５）－ ② ユニバーサルデザインスクール事業 支援教育課 

事業概要 
発達障害に対する理解を深め、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた全ての子どもにと

って分かりやすい授業づくりや学習環境の整備に取り組む。 

H29 課題 

・通常の学級に在籍する行動面や学習面に課題がある児童生徒に対する教員の指導力充実に

取り組む必要がある。 

・通級指導教室担当教員の専門性向上を図る必要がある。 

H30 取組内容 

・全教員を対象に「子ども理解と『わかる』授業づくり」をテーマとした合理的配慮や授業

のユニバーサルデザイン化の視点による授業づくりについて研修を実施し、367 人が参加

した。 

・発達障害理解研究校 5 校で公開授業を実施した。 

・通級指導教室担当教員への研修として、年間 8 回の担当者会及び 22 回の通級指導教室へ

の専門家派遣等の実践的な研修を行った。 

・2 中学校において他校通級を開始した。 

成果と課題 

・全教員を対象とした授業のユニバーサルデザインについての研修への参加者数が 30 人増 

加した。 

・実践的な研修により、通級指導教室担当教員の専門性が向上した。 

・新たに開始した中学校の他校通級の利用を促進する必要がある。 

今後の方向性 

・発達障害のある児童生徒への指導支援の充実に向け、発達障害理解研究、全教員対象研修、 

専門家派遣、通級指導教室担当教員への研修等を継続して実施する。 

・中学校他校通級について、利用につながるよう保護者への周知に取り組む。 
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 ■基本施策（６）堺の地域資源を活用した教育の推進 
 
 ◆施策の内容 

地域や国家、国際社会に主体的に参画できる人づくりをめざし、地域と堺の歴史、伝統、文化、産業、
キャリア、環境、防災等について理解を深める「子ども堺学」に取り組む。 

 
 ◆取組内容 

・NPO法人堺観光ボランティア協会と連携し、観光ボランティアに子ども堺学サポーターとして協力 
してもらうなど、地域人材を活用した取組を行った。 

・複数の小学校で図工の時間に堺アルフォンス･ミュシャ館と連携した美術鑑賞を行った。 
・子ども堺学推進校のうち中学校 1校で、地域資源を活用した作品の制作・展示に取り組み、成果を 
実践発表という形で全国に発信した。 

 
 ◆成果と課題 

・「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある」と答えた児童生徒の割合が小学 
校で 7.6ポイント、中学校で 5.7ポイント増加しており、地域や堺に関心を持つ児童生徒が増加し 
ている。 

・中学校区で小中学校が連携した子ども堺学の取組を進める必要がある。 
   
 ◆今後の方向性 

・各学校が子ども堺学サポーター等を柔軟に活用できるよう活用方法を整理する。 
・子ども堺学推進校で小中 9年間のカリキュラムマップを作成・活用し、中学校区で連携した子ども 
堺学の取組を研究する。 

 
 ◆事業評価 
 

（６）－ ① 子ども堺学の推進 学校指導課 

事業概要 

子ども堺学モデルカリキュラム（学習プログラム）や子ども堺学ポータルサイトなどを活用

し、各学校が地域の特性や実情に応じた特色ある取組を進め、地域や堺に愛着を持つ子ども

を育成する。 

H29 課題 
・子ども堺学サポーター等となる人材や子ども堺学の取組に活用できる堺市内の施設など、

堺の様々な地域資源を確保、活用する必要がある。 

H30 取組内容 

・市長事務部局と連携して、中学校美術部が村松亮太郎氏とコラボレーションして「堺の歴

史・文化」をテーマにしたプロジェクションマッピングを制作した。 

・NPO法人堺観光ボランティア協会と連携し、観光ボランティアを子ども堺学サポーターと

して、また地域の方を環境・防災教育サポーターとして活用した。 

・複数の小学校で図工の時間に堺アルフォンス･ミュシャ館と連携した美術鑑賞を行った。 

・子ども堺学推進校のうち中学校1校で、地域資源を活用した作品の制作・展示に取り組み、

成果を実践発表という形で全国に発信した。 

成果と課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考

えることがある」と答えた児童生徒の割合が、小学校で7.6ポイント、中学校で5.7ポイント

増加した。 

・学校が、子ども堺学と環境・防災教育を関連づけた取組を実施しやすいような仕組みづく

りが必要である。 

・中学校区で小中学校が連携した子ども堺学の取組を進める必要がある。 

今後の方向性 

・子ども堺学サポーターと環境・防災教育サポーターを、各学校が取組実態に応じて柔軟に

活用できるよう活用方法を整理する。 

・子ども堺学推進校で小中9年間の子ども堺学カリキュラムマップを作成・活用し、中学校区

で連携した子ども堺学の取組を研究する。 
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【基本的方向性２】豊かな心と健やかな体の育成 
 
 ■基本施策（７）豊かな人権感覚と道徳性の育成 
 
 ◆施策の内容 

豊かな心をはぐくみ、豊かな人権感覚を持って行動する子どもの育成をめざして、学校・家庭・地域・
関係機関が連携し、人権教育、道徳教育、「堺・スタンダード（あいさつ運動、朝の読書活動、茶の湯
体験）」の取組を推進する。 

 
 ◆取組内容 

・人権教育推進担当教員の研修や学校ヒアリングにおいて、「人権教育教材集・資料」「堺版人権教育教
材集・資料集」の積極的な活用を指導した。 

・道徳教育推進教師を対象に、「特別の教科 道徳（以下「道徳科」という。）」の授業改善や評価のあり
方についての研修を行った。 

・中学校道徳副読本「未来をひらく」（改訂版）を作成し、配付した。 
・さかい利晶の杜や伸庵を活用し、茶の湯体験を実施した。 

 
 ◆成果と課題 

・「自分にはよいところがあると思う」と答えた児童生徒の割合は、小学校で 4.6ポイント、中学校で
7.1ポイントと大幅に増加した。 

・「人権教育教材集・資料」「堺版人権教育教材集・資料集」の中学校での活用率は 83.7％にとどまっ
ている。 

・道徳科の全面実施に向け、授業改善を進めるとともに、評価についての理解を深める必要がある。 
・中学校での茶の湯体験実施校を増やす必要がある。 
 

 ◆今後の方向性 
・各学校の人権教育年間計画の進捗状況等を確認するとともに、人権研修の受講や校内研修の充実を 
促す。 

・道徳教育推進教師対象の研修の充実を図るとともに、全小中学校で教員相互が参観する道徳科の 
公開授業を実施する。 

・道徳副読本「未来をひらく」の教材の積極的な活用を推進する。 
・子ども堺学や教科学習と関連付けて、「堺・スタンダード」の取組を推進する。 
・さかい利晶の杜や伸庵を活用した茶の湯体験をさらに推進し、中学校での実施校数を増やす。 

 
◆事業評価 
 

  

（7）－ ① 人権教育の推進 人権教育課 

事業概要 
・幼児教育及び義務教育 9 年間を見通した人権教育を計画的に実践する。 

・教職員や保護者等の人権意識の向上を図る。 

H29 課題 

・「人権教育教材集・資料」「堺版人権教育教材集・資料集」の中学校での活用率は向上傾向

にあるものの、引き続き活用促進が必要である。 

・人権研修会の参加が学校園によって偏りがある。 

H30 取組内容 

・人権教育推進担当教員の研修や学校へのヒアリングで「人権教育教材集・資料」「堺版人権 

教育教材集・資料集」の積極的な活用を促すとともに、各教材と人権課題との関連を明確

にし、人権教育推進担当教員や管理職への周知を図った。 

・これまでのアンケート結果をふまえ、保護者等のニーズに合わせた人権研修会を実施した。 

成果と課題 

・「人権教育教材集・資料」「堺版人権教育教材集・資料集」の中学校での活用率が 83.7％に

とどまっている。 

・人権研修会への参加者が増え、「人権に対する意識が深まった・少し深まった」とアンケー

トで答えた人の割合も増加した。 

今後の方向性 

・学校における人権教育年間計画の進捗状況、教職員の人権研修の受講状況などを確認する

とともに、研修の受講や校内研修の充実を促す。 

・各教材と人権課題との関連を明確にし、人権教育推進担当教員や管理職に対し「人権教育

教材集・資料」「堺版人権教育教材集・資料集」の積極的な活用を引き続き促す。 

・保護者等のニーズや時宜に応じた人権研修会を実施し、人権意識の向上を図る。 
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（7）－ ② 道徳教育の推進 学校指導課 

事業概要 
・道徳科、道徳の時間の指導の充実を図る。 

・家庭・地域と連携した豊かな体験と道徳科、道徳の時間を関連付けた道徳教育を推進する。 

H29 課題 

・「考え、議論する道徳」への授業改善を図る必要がある。 

・家庭・地域と連携した道徳教育の取組を充実させる必要がある。 

・中学校における道徳科の全面実施への準備が必要である。 

H30 取組内容 

・道徳教育推進教師を対象に、道徳科授業改善や評価のあり方についての研修を行った。 

・豊かな心の育成事業指定中学校区や指定校で、道徳科の公開授業や、講師を招いての道徳

科の授業の研究を行った。 

・中学校道徳副読本「未来をひらく」（改訂版）を作成し、配付した。 

・地域・保護者を対象に全小中学校で道徳科の授業参観を実施した。 

成果と課題 

・「自分にはよいところがあると思う」と答えた児童生徒の割合は、小学校で 4.6 ポイント、

中学校で 7.1 ポイントと大幅に増加した。 

・道徳科の全面実施に向け、道徳科の授業改善や評価についての理解を深める必要がある。 

・道徳副読本「未来をひらく」に収録される地域教材等を活用した道徳科の授業を推進する

必要がある。 

今後の方向性 

・道徳教育推進教師等を対象とした研修内容の充実を図る。 

・全小中学校で教員相互が参観する道徳科の公開授業を実施する。 

・道徳副読本「未来をひらく」の教材の積極的な活用を推進する。 

（7）－ ③ 堺・スタンダードの推進 学校指導課 

事業概要 
「あいさつ運動」「茶の湯体験」「朝の読書活動」を全ての小中学校で実施し、学習規律の確

立を図るとともに、堺ならではの情操教育による豊かな心、もてなしの心を育成する。 

H29 課題 
・朝の読書活動未実施の学校への働きかけが必要である。 

・茶の湯体験が未実施の中学校がある。 

H30 取組内容 

・茶の湯体験におけるさかい利晶の杜や伸庵の活用を推進した。 

・学校図書館の環境整備を進めるとともに、学校司書による朝の読書活動用の図書の貸出や

学校図書館サポーターによる読み聞かせなどに取り組んだ。 

成果と課題 

・あいさつ運動を全校で実施することができ、「堺市『子どもがのびる』学びの診断」の結果

では 8 割～9 割の児童生徒が「近所の人にあいさつをする」と回答している。 

・中学校での茶の湯体験実施校を増やす必要がある。 

・学校司書の活用により、中学校における朝の読書活動を推進していく環境整備が進んだ。 

今後の方向性 

・子ども堺学や教科学習と関連付けて、「堺・スタンダード」の取組を推進する。 

・さかい利晶の杜や伸庵を活用した茶の湯体験をさらに推進し、中学校での実施校数を増や

す。 
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 ■基本施策（８）秩序と活気のある学びの場づくり 
 
 ◆施策の内容 
  いじめや不登校などの未然防止に努めるとともに、子どもの発達課題に応じた生徒指導や課題を抱える

子どもへの相談・支援体制、生徒指導上の課題解決に向けた学校への支援体制の充実に取り組む。 
 
 ◆取組内容 
  ・小学校へのスクールカウンセラー（以下「SC」という。）の配置及び生徒指導主事の専任配置を拡充

した。 
・スクールソーシャルワーカー（以下「SSW」という。）活用マニュアルを、学校園をはじめ区役所等の
関係機関に周知し、SSWの活用を促進した。 

・「いじめ対応チェックシート」を改定した。 
・教育相談に関する面接相談員や教職員に対する研修を充実して実施した。 

 
 ◆成果と課題 
  ・小学校で SCの相談や活用が進んだ。 
  ・性に関する事案は増加傾向にあり、子どもを被害者にも加害者にもしないための教育が必要である。 
  ・いじめの早期対応の重要性について、引き続き教職員に周知徹底する必要がある。 
  ・教育相談に対応する教職員の技能の向上が必要である。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・小学校への SCの配置をさらに拡充する。 
  ・性暴力の予防と対応ができるようガイドラインを作成し、教職員に配付するとともに、その活用につ

いて周知する。 
  ・SSWの配置を拡充するとともに、区役所等の関係機関等と連携して課題解決に当たる仕組みづくりに

ついて検討する。 
  ・「いじめ対応チェックシート」の活用について周知し、いじめ事案に対する組織的な早期対応を図る。 
  ・学校の抱える喫緊の課題に焦点をあてた教職員研修を実施するとともに、相談員の面接技能や関係 

機関との連携・調整能力の向上を図る。 
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 ◆事業評価 
 

（8）－ ① 生徒指導の推進と生徒指導の支援体制の充実 生徒指導課 

事業概要 
・子どもの発達課題に応じた生徒指導を推進する。 

・生徒指導上の課題に対する専門家などによる学校への支援体制を充実する。 

H29 課題 

・小学校での SC の活用を推進する必要がある。 

・生活実態に課題のある子どもに対して学校と専門家、地域が連携して解決に当たる仕組み 

づくりが必要である。 

・性に関する様々な課題への予防と対応が必要である。 

H30 取組内容 

・小学校への SC の配置を拡充した。 

・全中学校と 12 小学校に生徒指導主事を専任配置し、小中一貫した生徒指導体制を充実した。 

・「いじめ・暴力防止（CAP）プログラム」を拡充して実施した。 

・生活実態に課題のある子どもに対して、子どもの置かれた環境や家庭などに働きかけるため

に SSW の活用を促進できるよう、学校園をはじめ区役所等の関係機関にも SSW 活用マニュ

アルを周知した。 

・性暴力被害の予防と対応に向けた教職員研修を引き続き実施した。 

・「いじめ対応チェックシート」を改定した。 

成果と課題 

・小学校への SC の配置を拡充したことで、小学校での SC の相談や活用が進んだ。 

・性に関連した事案は増加傾向にあり、子どもを被害者にも加害者にもしないための教育が 

必要である。 

・いじめ事案に対する早期対応の重要性について、引き続き教職員に周知する必要がある。 

今後の方向性 

・小学校への SC の配置をさらに拡充する。 

・性暴力に関する様々な課題に対し、予防と対応ができるようガイドラインを作成し、教職員

に配付するとともに、その活用について周知する。 

・いじめ事案に対して学校が組織的に早期対応できるよう、研修等を通じて、管理職、生徒指

導主事等へ改定した「いじめ対応チェックシート」の内容とその活用について周知する。 

・中・高校生を対象とする SNS を活用した相談窓口を設置する。 

・SSW の配置を拡充し、学校園で教職員や専門家等とチームで、子どもが抱える課題の解決に

向けて取り組むとともに、区役所等の関係機関や地域で活動する様々な人材が連携して解決

に当たる仕組みづくりについて検討する。 

 

  

（8）－ ② 教育相談事業 教育センター 

事業概要 

・不登校や発達障害などの課題を有する子ども、子育てなどに不安がある保護者、対応に悩む

教員等を対象に、面接教育相談や電話による教育相談を実施する。 

・いじめ、不登校、不適応等の課題を有する子どもたちへの対応やその防止の観点から、集団

づくりや社会性の育成に関する教職員研修等を実施する。 

H29 課題 

・学校における教育相談に必要な面接技能や児童生徒理解等、教職員の対応力を向上させる必

要がある。 

・複雑化する相談内容に対応するため、面接相談員の専門性や調整能力を向上させる必要が

ある。 

H30 取組内容 

・教育相談に関する教職員研修について、いじめや不登校問題等の学校が抱える喫緊の課題に

対応できるよう、研修内容を精査、再構築して実施した。 

・面接相談員の心理面接技能の向上や対応の幅を広げるため、心理職だけでなく、福祉等の専

門職や大学教授を招聘し学びを深めた。 

成果と課題 

・教職員研修の再構築を進めた結果、参加者数が増加した（H29:1,013 人→H30:1,255 人）。 

・課題達成率（年間相談件数のうち、解決件数及び課題解決に向け良好な形で継続している件

数の占める割合）は 90％以上の水準（H28:93％→H29:94％→H30:93％）を維持している。 

今後の方向性 

・引き続き学校の抱える喫緊の課題に焦点をあて、課題解決につながるような研修を実施する。 

・教育相談事業としての機能充実をめざし、研修会への参加や外部専門家を交えた拡大ケース

会議などを通して、相談員の面接技能や関係機関との連携・調整能力の向上を図る。 
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 ■基本施策（９）体力の向上と健康的な生活習慣の確立 
 
 ◆施策の内容 
  子どもたちの健やかな心身の育成を図るため、家庭・地域と連携して、体力の向上や部活動の活性化、

食育の推進、基本的生活習慣の確立に取り組む。 
 
 ◆取組内容 
  ・新学習指導要領の内容をふまえ、小学校体育指導の手引を改訂した。 

・小中学校の教員を対象に、体育の指導力向上研修を実施し、各校で体育の授業改善に取り組んだ。 
  ・中学校の栄養教諭配置校において、食育に関する取組を推進するとともに、市長事務部局等と連携し

て小中学校 13校で野菜を栽培する体験活動を実施した。 
  ・部活動の充実、教員の負担軽減を目的に部活動指導員 11人を 5校に配置した。 
 
 ◆成果と課題 
  ・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、体力合計点が小学校 5年生男女、中学校 2年生

男女ともに過去最高値であったが、中学校の保健体育においては一層の授業改善が必要である。 
  ・中学校での食育を拡充する必要がある。 
  ・部活動指導員配置校で、部活動顧問及び学校全体の時間外滞在時間が減少し、教員が生徒と向き合う

時間が増えるとともに、生徒がより専門的な指導が受けられるようになり、部活動の充実につながっ
た。 

 
 ◆今後の方向性 
  ・生徒の実態に合わせた授業を行うため、中学校教育研究会保健体育部会と連携した授業改善を推進 

する。 
  ・朝食摂取の必要性などについて、より効果的な情報発信方法を検討する。 
  ・部活動指導員を 18人に拡充して配置し、教員の負担軽減及び部活動の充実を図る。 
 
 ◆事業評価 

 

（9）－ ① 体力向上推進事業 生徒指導課 

事業概要 
子どもたちが運動に親しむ機会の充実や運動する習慣、意欲、能力を高める取組を、家庭や

地域と連携しながら推進する。 

H29 課題 ・運動する児童生徒としない児童生徒が二極化している。 

H30 取組内容 

・新学習指導要領の内容をふまえ、小学校体育指導の手引を改訂した。 

・新たに体力向上研究校を選定し、体力向上サポーターを活用することで学校の特色に合わ

せた体力向上の取組や小中一貫した体力向上の取組を推進した。 

・小学校で、大縄とびを活用した「堺スポーツチャレンジランキング」に継続して取り組ん

だ。 

・小中学校の教員を対象に、新学習指導要領の内容をふまえた、体育の指導力向上研修を実

施し、各校で体育の授業改善に取り組んだ。 

成果と課題 

・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、体力合計点が小学校 5 年生男女、中学

校 2 年生男女ともに過去最高値であった。 

・一方、同調査において「保健体育の授業では『目標を示す』『ふりかえる』『助け合う』『話

し合う』場が設定されている」と肯定的に答えた生徒が少なく、一層の授業改善が必要で

ある。 

今後の方向性 

・小学校体育指導の手引を活用し、新学習指導要領に対応した授業に取り組む。 

・生徒の実態に合わせた授業を行うため、中学校教育研究会保健体育部会と連携した授業改

善を推進する。 
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（9）－ ③ 部活動推進事業 生徒指導課 

事業概要 
生徒の健全育成に効果的な部活動の活性化を図るとともに、部活動における生徒・保護者・

教員の負担を軽減する。 

H29 課題 
・部活動を指導する教員の育成及び教員の負担軽減に継続して取り組む必要がある。 

・部活動における生徒・保護者の経済的負担を軽減する必要がある。 

H30 取組内容 

・部活動顧問を対象に、「望ましい部活動指導の在り方研修」や体罰根絶研修、中学校体育連

盟と連携した部活動指導者講習会を実施した。 

・生徒のニーズに合わせて、在籍校でなくても部活動に参加できる種目別拠点校を見直し、

設置した。 

・部活動の充実、教員の負担軽減を目的に部活動指導員 11 人を 5 校に配置した。 

・「堺市部活動ハンドブック」を改訂し、スポーツ庁と文化庁のガイドラインで示された「週

2 日の部活動休養日の設定」などの内容を盛り込んだ。 

・吹奏楽部で使用する楽器の買い替えや修繕のための予算を拡充し、学校に配当した。 

成果と課題 

・部活動指導員を配置した学校では、部活動顧問の時間外滞在時間や学校全体の時間外滞在

時間が減少し、教員が生徒と向き合う時間が増えるとともに、生徒がより専門的な指導が

受けられるようになり、部活動の充実につながった。 

・部活動を指導する教員の育成及び教員の負担軽減に継続して取り組む必要がある。 

今後の方向性 

・部活動の指導に当たっての教員研修を継続して実施し、医・科学的に理論づけられた部活

動指導を推進する。 

・各中学校ホームページに掲載する改訂版の「堺市部活動ハンドブック」を活用した部活動

を実施する。 

・部活動指導員を 18 人に拡充して配置し、教員の負担軽減と部活動の充実を図る。 

・引き続き、部活動に要する用具等の経費の一部を予算化するなど、生徒・保護者の負担軽

減を図る。 

 

（9）－ ② 食育推進事業 保健給食課 

事業概要 
・学校における計画的かつ組織的な食育の充実に取り組む。 

・食育に関する情報を広く保護者や市民に発信し、家庭や地域と連携した食育の推進を図る。 

H29 課題 
・保護者に対して食育の重要性についての効果的な情報を発信する必要がある。 

・中学校での食育を拡充する必要がある。 

H30 取組内容 

・栄養教諭を配置している中学校 3 校において、教科と関連付けた食に関する指導、食農体

験活動を実施した。 

・食育講演会、食育フェアを開催し、「食通信」等で家庭における食育の重要性や学校・家庭・

地域が連携して食育に取り組むことの必要性について保護者へ啓発を行った。 

・市長事務部局等と連携して小中学校計 13 校で野菜を栽培する体験活動を実施した。 

成果と課題 

・食育講演会、食育フェア、「食通信」等の内容を工夫したことにより、食育の重要性につい

て児童生徒、保護者、市民に啓発することができた。 

・野菜を栽培する体験活動を通して、児童生徒の食への関心を高めることができた。 

・中学校での食育を拡充する必要がある。 

今後の方向性 

・中学校で栄養教諭配置校を食育推進モデル校とした食育を推進する。 

・市長事務部局等と連携した栽培体験活動等を実施し、各学校での食育の充実を図る。 

・朝食摂取の必要性などについて、食育講演会、食育フェア、「食通信」等を活用したより効

果的な情報発信方法を検討する。 
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【基本的方向性３】学校力・教師力の向上 
 

 ■基本施策（１０）学校マネジメント力の向上 

 
 ◆施策の内容 
  R-PDCA サイクルによる学校経営を推進し、教職員が心身ともに健康で子どもに向き合える環境づくり

に取り組むとともに、家庭や地域と連携・協働し、地域社会とともにある学校づくりに取り組む。 
 
 ◆取組内容 
  ・より経験豊かな管理職の人材確保のため、任期付管理職の公募を行うとともに、管理職候補の人材育

成に向けて、学校園と教育委員会事務局の人事交流を積極的に行った。 
・定時退勤日の設定や学校閉庁日の実施、文書事務の削減等、教職員の働き方改革の取組を実施した。 
・「堺版コミュニティ・スクール」の方向性等について理解を深め、各学校の取組の活性化を図るため、

地域協働担当教員や地域住民等を対象とした連絡協議会や研修会を実施した。 
 
 ◆成果と課題 
  ・管理職の継続的な確保及び育成が必要である。 

・教職員の勤務時間外滞在時間は縮減傾向にある。 
・「堺版コミュニティ・スクール」について、地域協働担当教員及びコーディネーターの理解を深める
ため、引き続き研修を充実させる必要がある。 

 
 ◆今後の方向性 

・新任管理職への研修や管理職候補となる教職員の育成、管理職を補佐する主幹教諭の役割の周知等 
により、管理職の確保や支援に努める。 

・国のガイドラインをふまえた勤務時間の上限に関する方針を策定するなど、引き続き、長時間勤務 
是正に向けた取組を行う。 

・地域協働担当教員やコーディネーターを対象とした研修を充実させるとともに、地域協働担当教員 
とコーディネーターが連携し、学校の教育活動を支援する人材や組織の緩やかなネットワークづくり
に取り組む。 
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 ◆事業評価 

 

  

（10）－ ① 学校マネジメント支援事業 教職員企画課・教職員人事課 

事業概要 
学校マネジメント力の向上・支援のために、次の取組を推進する。 

＊管理職の人材確保と育成  ＊管理職の支援  ＊教職員のメンタルヘルスの充実 

H29 課題 

・管理職の継続的な確保及び育成が必要である。 

・メンタルヘルス対策について、引き続き検討する必要がある。 

・教職員の働き方改革の推進が必要である。 

H30 取組内容 

・より経験豊かな人材の登用をめざし、任期付管理職の公募を行った。 

・管理職候補の人材育成のため、学校園と教育委員会事務局の人事交流を積極的に行った。 

・管理職を補佐する主幹教諭の役割を、管理職をはじめ教職員に対しあらゆる場面で周知した。 

・ミドルリーダーの育成のため、採用 5 年目の教職員に対しコンプライアンス研修を実施した。 

・公募により任用した堺高等学校の校長をサポートするため、月 1 回程度面談を行い、学校運

営の課題等を共有するなど、連携を強化した。 

・衛生委員に対し、メンタルヘルス対策の研修を行った。 

・新規採用者向けに、メンタルヘルスについての啓発を行った。 

・ストレスチェックの集団分析の結果に、職場環境改善のヒントを掲載し、活用を周知した。 

・定時退勤日の設定や、学校閉庁日の実施、文書事務の削減等、教職員の働き方改革の取組を

実施した。 

・学校園向け業務改善冊子の改訂を行い、各学校で活用するよう周知した。 

成果と課題 

・任期付管理職の公募により、他市において管理職経験のある人材を得ることができた。 

・管理職の継続的な確保及び育成が必要である。 

・勤務時間外滞在時間は縮減傾向にある。 

・「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」をふまえ、引き続き長時間勤務

是正に向けた取組を実施するとともに、勤務時間の上限に関する方針を策定する必要があ

る。 

今後の方向性 

・引き続き、管理職を補佐する主幹教諭の役割を周知徹底する。 

・管理職候補となる年代の教職員に対し、学校マネジメントに関する研修等を通じて育成を行

う。 

・堺市教員育成指標の向上期（4～10 年目）に当たる教員に対する研修のあり方について、引

き続き検討する。 

・新任管理職への研修を行うなど、学校マネジメントの強化に努める。 

・引き続き、教職員の働き方改革を推進し、勤務時間の上限に関する方針を策定するなど、長

時間勤務是正に向けた取組を行う。 
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（10）－② 堺版コミュニティ・スクール推進事業 学校指導課 

事業概要 
学校・家庭・地域が連携・協働することにより、地域社会とともにある学校づくりを推進す

る。 

H29 課題 

・教育課程を含めた学校運営への参画を一層推進する必要がある。 

・「堺版コミュニティ・スクール」について、学校側の窓口である地域協働担当教員及び地域・

保護者側の窓口であるコーディネーターの理解を深めるため、研修を充実させる必要があ

る。 

H30 取組内容 

・全小中学校の「学校協議会」において、学校経営方針を共有するとともに、よりよい学校

づくりに向けて学校と地域がともに考え、議論した。 

・学校協議会の運営に当たって連絡・調整を行う地域協働担当教員を対象とした連絡協議会

を開催し、「堺版コミュニティ・スクール」の方向性や取組、地域協働担当教員の役割等に

ついて理解を図った。 

・管理職、地域協働担当教員、保護者、コーディネーター、地域住民等を対象とした研修会

において、小中学校からの実践発表や学識経験者による講演を行い、他校や他市のコミュ

ニティ・スクールの推進に向けた特色ある取組を紹介するなど、各学校の取組の活性化を

図った。 

成果と課題 

・「保護者や地域の人が学校の諸活動に参加している」と答えた学校の割合は、小中学校とも

9 割以上と高い水準で推移している。 

・「堺版コミュニティ・スクール」について、地域協働担当教員及びコーディネーターの理解

を深めるため、引き続き研修を充実させる必要がある。 

今後の方向性 

・各校区の課題に応じた特色ある取組を推進できるよう、地域協働担当教員と保護者・地域

住民との協議や情報交換の機会を設けるなど、連絡協議会や研修会を充実させる。 

・地域協働担当教員とコーディネーターが連携し、学校の教育活動を支援する人材や組織の

緩やかなネットワークづくりに取り組む。 
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 ■基本施策（１１）信頼される教員の育成 

 
 ◆施策の内容 
  本市の教員となる優秀な人材を獲得するとともに、本市の教育課題の解決や教職員の資質向上を図るた

めの人事配置を進め、研修体制の充実に取り組む。 
 
 ◆取組内容 

・堺市教員育成指標に基づいた研修を計画的に実施するとともに、校園内研修においては「堺版校園内
研修ガイドブック」「堺版教師の学び合いスタンダード」を活用するよう周知した。 

・他の基本施策においても、英語教育やキャリア教育、科学教育、発達障害理解、道徳教育、生徒指導、
部活動指導、ICT 活用、コンプライアンスなど、様々な分野の研修を実施し、教員の資質向上を図っ
た。 

・個人情報の適切な取扱いに関する研修について、初任者や新規講師、中堅教諭への悉皆研修に位置 
付け、ルールの周知徹底及び意識の向上を図った。 

・新学習指導要領への移行に対応するための人材確保に向け、教員採用選考試験の制度を見直した。 
 

 ◆成果と課題 
  ・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校算数Ａ（知識）、Ｂ（活用）、小学校国語Ａ（知識）はと

もに全国平均を上回った。国語Ｂ（活用）については昨年度に比べ改善され、全国平均との差が小さ
くなっている。中学校の国語と数学については、昨年度に比べ改善が見られたが、依然全国平均を下
回っている。 

・教員採用選考試験では、前年度並みの倍率を確保している。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・中学校の授業改善に向け、中学校 5教科において、ICTの活用及び新学習指導要領の趣旨を盛り込ん

だ「教科版授業スタンダード」を作成する。 
  ・探究的な学びの実現に向け、「デベロップメントプログラム研修」を実施する。 

・本市の教員の年齢構成を考慮した計画的・継続的な採用を実施するとともに、本市の教育課題に対
応するための人材確保を行う。 
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 ◆事業評価 
 

  

（11）－ ① 教職員研修事業 教育センター 

事業概要 
「情熱」・「指導力」・「人間力」を備えた教職員を育成し、学校園全体としての教育力向上を

図るための研修を実施する。 

H29 課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校国語、中学校は全ての教科区分で改善は見られ

たものの、依然全国平均を下回り、特に中学校国語Ｂ（活用）で全国との差がある。 

・学校園における個人情報漏えい等事故防止の取組の強化が必要である。 

H30 取組内容 

・堺市教員育成指標に基づいた研修を計画的に実施した。 

・各学校園で「堺版校園内研修ガイドブック」や「堺版教師の学び合いスタンダード」（校園

内研修の企画・運営で大切にしたいポイントをまとめたもの）を活用するよう、校園内研

修へ指導主事を派遣し周知するとともに、研修主任研修等において活用した。 

・中学校における授業改善に向け、教科別研修（社会・理科・英語）を年 5 回実施した。国

語・数学については、教科会充実重点校を 2 校指定し、指導主事による訪問指導や他市の

教育先進校への視察を行った。 

・教育先進校への視察等に係る支援を行い、教職員の主体的な研究を支援した。 

・個人情報の適切な取扱いに関する研修について、初任者や新規講師、中堅教諭への悉皆研

修に位置付け、ルールの周知徹底及び意識の向上を図った。また、年度途中に採用された

新規講師にも本講座をビデオ配信した。 

成果と課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、「教職員は、校内外の研修や研究会に参加し、その成

果を教育活動に積極的に反映させている」と答えた学校の割合や、「先生はよいところを認

めてくれる」と答えた児童生徒の割合は、小学校、中学校ともに昨年度より上回った。 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校算数Ａ、Ｂ、小学校国語Ａはともに全国平均を

上回った。国語Ｂについては昨年度に比べ改善され、全国平均との差が小さくなっている。

中学校の国語と数学については、昨年度に比べ改善が見られたが、依然全国平均を下回っ

ている。 

今後の方向性 

・中学校 5 教科において、ICT の活用及び新学習指導要領の趣旨を盛り込んだ「教科版授業

スタンダード」を中学校教育研究会の各部会と連携しながら作成する。 

・「探究的な学び」を教員自らが体験したうえで、生徒の主体性を引き出すための学習環境の

作り方、コミュニケーションスキル、運営方法を習得し授業実践にいかす、「デベロップメ

ントプログラム研修」を実施する。 

・引き続き、教育先進校への視察等に係る支援を行うことにより、教職員の主体的な研究を

支援する。 

・教員が子どもと向き合う時間を創出するため、自席での動画視聴による研修を実施する。 
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（11）－ ② 教職員採用事業・人事配置 教職員人事課 

事業概要 

・制度を検証しながら本市独自の教職員の採用試験を実施し、受験者数を確保しつつ優秀な

人材を確保する。 

・本市の教育課題の解決や教職員の資質向上を図る人事配置を進める。 

H29 課題 
・受験者が少数である教科の受験者確保に向けた取組が必要である。 

・新学習指導要領への移行に対応するための人材確保が必要である。 

H30 取組内容 

・受験者少数教科の受験者確保のため、引き続き、社会人経験者等を対象とした「特別選考

（数・理・技・工）」を実施した。 

・「小中一貫教育推進」の募集教科を英語のみとし、小学校における外国語科の教科化も見据

え、小中学校の校種間連携を推進することができる人物を募集し、新規採用した。 

・より人物重視の採用選考の実施に向け、適性検査を導入した。 

・堺市教員育成指標に養護教諭及び栄養教諭の育成指標を追加した。 

成果と課題 

・平成 30 年度は、前年度並みの倍率を確保することができ、合格者の中での辞退者も引き続

き低い水準を維持している。 

平成 31 年度採用試験（H30 実施）志願者 1,115 人、受験者 872 人、合格者 161 人 

→5.4 倍（平成 30 年度採用試験：5.5 倍） 

大学訪問受験説明会（H29 秋～冬 416 人・H30 春 653 人参加） 

一般受験説明会（566 人参加） 

・受験者少数教科の受験者確保に向けた取組が必要である。 

今後の方向性 

・本市教員の年齢構成を考慮した計画的・継続的な採用を実施する。 

・採用試験について、堺市教員育成指標の教員養成期（大学等・インターンシップ等）を意

識した広報のあり方を検討するとともに、試験内容の見直しを行う。 

・本市の教育課題に対応するための人材確保を行う。 

・年齢構成や経験をふまえ、人材育成の視点を重視した人事配置を行う。 
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【基本的方向性４】家庭・地域とともに教育を推進 
 
 ■基本施策（１２）「ひろがる教育」の推進と学びの支援 
 
 ◆施策の内容 
  学校・家庭・地域の連携・協働体制を構築するとともに、PTAやこども会の活動の支援、家庭や地域で

の子どもへの教育及び健全育成の取組の充実、放課後等の健全育成事業、図書館の充実に取り組む。 
 
 ◆取組内容 

・家庭教育に関する講座等が未実施である学校園に対し、実施を働きかけるとともに、親育ちに関する
情報を掲載したホームページ「親育ち支援ポータル」を充実した。 

・区教育・健全育成相談窓口の担当者への研修を実施するとともに、相談窓口の広報・周知を図った。 
・放課後等の健全育成事業において、将来予測に基づき必要な活動場所を確保した。 
・「堺市子ども読書活動推進計画」を改定するとともに、図書館サービスのあり方をまとめた「中央図
書館基本構想」の策定に向け、市民や有識者、専門家への意見聴取を行い、素案を作成した。 

 
 ◆成果と課題 

・親育ち支援講座を含む家庭教育に関する講座等が全小学校で実施された。 
・区教育・健全育成相談窓口を軸に、学校、SSW、関係機関が連携して課題解決に取り組むなど、相談
窓口の活用が進んでいる。 

・平成 30年度における「のびのびルーム」の待機児童 0人を実現した。 
 
 ◆今後の方向性 

・「親育ち支援ポータル」等による情報提供や啓発を行い、内容を充実する。 
・区役所と連携した学校運営の支援体制を強化するため、区教育連携担当職員をモデル的に配置する。 
・「放課後ルーム」を「のびのびルーム」に順次移行し、放課後健全育成事業を基本とした制度の統一
化を進める。 

・「中央図書館基本構想」を策定し、それをもとに中央図書館等の建て替えを視野に入れた基本計画の
策定に取り組む。 

 
 ◆事業評価 

（12）－ ① 家庭教育をはじめとした保護者への支援や地域での子どもの健全育成に対する支援 地域教育振興課 

事業概要 
保護者同士の支え合いやつながりをはぐくみ、家庭の教育力の向上につなげるため、家庭教育の啓発

や保護者自身の学び・育ちの支援に向けた事業を実施する。 

H29 課題 
・家庭教育に関する講座等を全小学校区で実施する必要がある。 

・学校園で実施される講座等に参加することが難しい保護者の学びを支援する必要がある。 

H30 取組内容 

・家庭教育に関する講座等が未実施である学校園に対して、実施を働きかけ、実施手法等につ

いて相談に応じた。また、全学校園を対象に講座の実態調査等を行った。 

・学校教育部と連携し、子どもたちが抱える悩みに、保護者として何ができるのかということ

について、いじめ巡回相談員等による「見逃さないで SOS！」を講座プログラムに新規追加

し、親育ち支援講座の内容を充実して継続実施した。 

・親育ちに関する情報を掲載したホームページ「親育ち支援ポータル」の内容を充実するとと

もに、「親育ち支援ガイド」を配布することで、学校園で実施される講座等に参加すること

が難しい保護者へも情報提供や啓発を行った。 

・堺市 PTA 協議会と共催し、保護者の学びや交流の場づくりとして、ニサンザイ古墳の外周

等の清掃活動を実施した。 

成果と課題 

・実態調査等により、全小学校で親育ち支援講座を含む家庭教育に関する講座等が実施されて

いることが確認できた。 

・親育ち支援講座の受講者アンケートでは「大変良かった」「良かった」との回答を 95％得た。 

・学校園で実施される講座等に参加することが難しい保護者の学びを支援する必要がある。 

今後の方向性 

・全小学校で家庭教育に関する講座等が継続して実施されるよう働きかけを行う。 

・保護者のニーズをふまえつつ、親育ち支援講座を引き続き行う。 

・引き続き、「親育ち支援ポータル」や「親育ち支援ガイド」による情報提供や啓発を行うと

ともに内容を充実する。 

・学校園で実施される講座等に参加することが難しい保護者の学びを支援するため、関係部局

との連携について、効果的な手法を検討する。 
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（12）－ ② 区教育・健全育成にかかる取組の充実 教育政策課 

事業概要 

・区教育・健全育成会議の提言をふまえ、市長事務部局と連携して各区の教育力の向上及び

健全育成の取組を充実する。 

・各区で教育や健全育成に関する相談窓口を設置し、関係機関等と連携した課題解決を図る。 

H29 課題 
・学校の負担軽減に資する取組の推進や相談窓口の活用促進等について検討する。 

・SSW の区への派遣（生徒指導課）等、局内担当課事業の推進を支援する。 

H30 取組内容 

【各区の進捗管理】 

・各区会議への出席（各回）、教育相談状況の報告受領(毎月)を行った。 

・各区の担当者会議（3 回）、担当課長会議（1 回）、理事会議（1 回）を開催した。 

・市長と区教健委員代表との意見交換会（1 回）を開催した。 

【教委】 

・教育センターとも連携し、区教育・健全育成相談窓口担当者への研修を実施した（2 回）。 

・健康福祉局や子ども青少年局など市の様々な部局が発行する相談機関の紹介冊子等に区教

育・健全育成相談窓口の情報を掲載し、相談窓口の広報・周知を図った。 

・区の会議運営について見直しを行った。 

成果と課題 

・相談窓口担当者の相談スキルの向上に資した。 

・学校から相談窓口に相談し、相談窓口を軸に学校、SSW、関係機関が連携して課題解決を

図る事案があり、相談窓口の活用が進んでいる。 

・各区の取組と局内の取組との連携が課題である。 

今後の方向性 

・各区の取組と局内の取組との連携について、局内担当課と調整し支援する。 

・区の会議運営方法を見直し、事務の負担軽減を図る。 

・区役所と連携した学校運営の支援体制を強化するため、区教育連携担当職員をモデル的に

配置する。 

（12）－③ 堺版コミュニティ・スクール推進事業【（10）－②で再掲】 学校指導課 

事業概要 
学校・家庭・地域が連携・協働することにより、地域社会とともにある学校づくりを推進す

る。 

H29 課題 

・教育課程を含めた学校運営への参画を一層推進する必要がある。 

・「堺版コミュニティ・スクール」について、学校側の窓口である地域協働担当教員及び地域・

保護者側の窓口であるコーディネーターの理解を深めるため、研修を充実させる必要があ

る。 

H30 取組内容 

・全小中学校の「学校協議会」において、学校経営方針を共有するとともに、よりよい学校

づくりに向けて学校と地域がともに考え、議論した。 

・学校協議会の運営に当たって連絡・調整を行う地域協働担当教員を対象とした連絡協議会

を開催し、「堺版コミュニティ・スクール」の方向性や取組、地域協働担当教員の役割等に

ついて理解を図った。 

・管理職、地域協働担当教員、保護者、コーディネーター、地域住民等を対象とした研修会

において、小中学校からの実践発表や学識経験者による講演を行い、他校や他市のコミュ

ニティ・スクールの推進に向けた特色ある取組を紹介するなど、各学校の取組の活性化を

図った。 

成果と課題 

・「保護者や地域の人が学校の諸活動に参加している」と答えた学校の割合は、小中学校とも

9 割以上と高い水準で推移している。 

・「堺版コミュニティ・スクール」について、地域協働担当教員及びコーディネーターの理解

を深めるため、引き続き研修を充実させる必要がある。 

今後の方向性 

・各校区の課題に応じた特色ある取組を推進できるよう、地域協働担当教員と保護者・地域

住民との協議や情報交換の機会を設けるなど、連絡協議会や研修会を充実させる。 

・地域協働担当教員とコーディネーターが連携し、学校の教育活動を支援する人材や組織の

緩やかなネットワークづくりに取り組む。 
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（12）－ ④ 放課後等の健全育成事業 放課後子ども支援課 

事業概要 

子どもたちが様々な体験や人との関わりの中で成長し、安心して過ごせる場となるよう、「堺

市放課後子ども総合プラン（堺っ子くらぶ）」、「のびのびルーム」、「放課後ルーム」な

どの事業を、学校との連携を図りながら実施する。 

H29 課題 

・今後も増加する見込みである利用申込みに対応するため、待機児童の発生が予想される校

区において活動場所を確保する必要がある。 

・運営事業者に対する指導体制を強化する必要がある。 

・複数事業の統一のための活動場所を確保する必要がある。 

H30 取組内容 

・将来予測に基づき共用教室を確保するなど、必要な活動場所を確保した。 

・職員によるルームの巡回や 1 年生の利用児童の保護者を対象としたアンケート（H30.8）を

実施し、運営事業者の履行状況を確認した。 

・活動場所を確保することで、「放課後ルーム」実施校のうち 2 校を「のびのびルーム」に 

移行した。 

成果と課題 

・平成 30 年度における「のびのびルーム」の待機児童 0 人を実現した。 

・職員による巡回及び保護者アンケートにより、ルームごとの運営状況を把握することがで

き、運営事業者に対し各ルームに応じた指導を行うことができた。 

・「放課後ルーム」が存在する校区について、「のびのびルーム」への早期の移行に向けて

学校や地域との調整等を図りながら、事業再編を推進する必要がある。 

今後の方向性 

・将来予測をふまえた校舎内専用区画の確保及び共用教室の確保を進める。 

・引き続き「放課後ルーム」を「のびのびルーム」に順次移行し、放課後健全育成事業を基

本とした制度の統一化を進める。 

・全児童対策事業である放課後子供教室については、今後の国の動向をふまえ、実施のあり

方について検討する。 

 

（12）－ ⑤ 地域の知の拠点としての図書館の充実 中央図書館 

事業概要 
・資料・情報の充実を図り、市民の生涯学習の場として多様な学習活動を支援する。 

・子どもたちの読書習慣の形成及び読書活動を推進する。 

H29 課題 

・「堺市子ども読書活動推進計画」の改定に向けて取り組む。 

・中央図書館基本構想基礎調査の結果をふまえ、基本構想（図書館サービス機能）を取りま

とめる。 

・利用者自身の課題解決に必要な資料･情報の充実に向けて、蔵書計画を策定する必要がある。 

H30 取組内容 

・「堺市子ども読書活動推進計画」を改定した。 

・資料選定・収集方法の見直し等についての中期的な蔵書計画を策定した。 

・図書館サービスのあり方をまとめた「中央図書館基本構想」の策定に向け、市民や有識者、

専門家への意見聴取を行い、素案を作成した。 

・ふるさと納税制度を活用した寄附金をもとに、市内の子育てグループ等に年齢別絵本パッ

クを貸出する事業「親子で読書」を開始した。 

成果と課題 

・市内の子育てグループ等に対し、年齢別絵本パックを前期 8 団体、後期 18 団体に貸出した。 

・年間個人貸出点数は約 424 万点で前年度と比べてほぼ横ばいであり、今後の利用促進のた

め、図書館の認知度を向上させる必要がある。 

・年間レファレンス件数は約 7 万 6 千件で前年度比 91％に減少している。今後も資料、情報

を充実させるとともに、レファレンスサービスを活用してもらうために、図書館利用方法

の周知や、市民が気軽に声をかけられる環境の改善が必要である。 

今後の方向性 

・「中央図書館基本構想」を策定し、それをもとに中央図書館等の建て替えを視野に入れた

基本計画の策定に取り組む。 

・「堺市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書環境の整備に取り組む。 

・レファレンスサービス等図書館の活用について、図書館内外での広報を充実させ、市民へ

の周知を図るとともに、分かりやすいカウンターの配置や接遇など環境の改善に取り組む。 
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【基本的方向性５】よりよい教育環境の充実 
 
 ■基本施策（１３）安全・安心で良好な教育環境の整備 
 
 ◆施策の内容 
  子どもたちが安全・安心に過ごせる良好な教育環境をつくるため、中学校給食事業、学校教育 ICT化、

学校施設・設備の計画的な整備、学校規模の適正化等に取り組む。 
 
 ◆取組内容 

・中学校給食の予約システムにおいて、自動で継続して予約が行える機能など、より利用しやすい機能
を追加するとともに、利用登録制から全員登録制に変更した。 

・パイロット校以外の中学校 40校へ指導用タブレット端末及び大型デジタルテレビを新規整備し、全
中学校で ICTを活用した分かりやすい授業実践に取り組んだ。 

・総合整備計画（学校施設整備計画）の策定に向けて、素案を作成した。 
 
 ◆成果と課題 

・中学校給食の喫食率は 8％程度の推移であり、生徒・保護者向けのより効果的な周知方法などを検討
する必要がある。 

・中学校でのタブレット端末を活用した授業展開について、さらに研究する必要がある。 
・総合整備計画（学校施設整備計画）を策定し、本計画に基づき長寿命化への転換、施設規模の適正化
を推進する必要がある。 

 
 ◆今後の方向性 

・中学校給食の理解を得られるよう、生徒・保護者への周知を図り、利用率向上をめざす。 
・デジタル教科書を中心とした、より効果的なタブレットの活用方法を研究し、義務教育 9年間を通し
て「堺スタイル」による一層の授業改善を推進する。 

・総合整備計画（学校施設整備計画）を策定した後、5ヵ年を基本単位とした実施計画を策定し、長寿
命化改修等を盛り込んだ整備を実施する。 

 
 ◆事業評価 
 

（13）－ ① 中学校給食事業 保健給食課 

事業概要 
家庭弁当と学校給食双方の利点をいかすことが可能な選択制給食を実施し、中学生に栄養バ

ランスのとれた安全・安心な昼食を提供する。  

H29 課題 
・予約忘れや入金についての煩わしさに対する改善策を講じる必要がある。 

・生徒・保護者向けのより効果的な周知方法などを検討する必要がある。 

H30 取組内容 

・給食予約システムにおいて、自動で継続して予約が行える機能の追加や、クレジットカー

ドにより給食費が自動で入金できる機能を追加した。 

・利用登録制を全員登録制に変更し、新 1 年生が平成 31 年 4 月分から予約が行えるよう、

平成 31 年 1 月に小学校 6 年生全員に ID、パスワードを配布した。 

・周知活動として、各学校の試食会や入学説明会での PR、市教委主催の保護者向け試食会の

実施、各種イベントでのパネル展示、堺市内ショッピングモールでの PR 活動などに取り組

んだ。 

成果と課題 

・喫食率は 8％程度の推移ではあるが、生徒や保護者向けの試食会は好評であり、また全員

登録制にしたことにより、今後、成果が現れると期待する。今後も学校の協力を得ながら、

生徒・保護者向けのより効果的な周知方法などを検討する必要がある。 

今後の方向性 

・利用率向上をめざして、引き続き、中学校給食の理解を得られるよう、生徒・保護者への

周知を図る。  

・給食の利用者及び学校現場職員等の意見を集約し、よりよい給食内容をめざす。 
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（13）－ ② 学校教育ＩＣＴ化推進事業 教育センター 

事業概要 
情報教育の推進、学校園における ICT 機器の整備、校務事務等の ICT 化の促進、教職員への ICT

活用研修、積極的な地域・市民への学校情報の発信等により、教育の ICT 化を推進する。 

H29 課題 
・中学校への指導用タブレット端末の整備について、パイロット校以外の 40 校での運用が円

滑に進むよう計画的に整備していく必要がある。 

H30 取組内容 

・パイロット校以外の中学校 40 校へ指導用タブレット端末及び大型デジタルテレビを新規整

備し、全中学校において、タブレット端末と大型デジタルテレビを組み合わせた「堺スタ

イル」による分かりやすい授業実践に取り組んだ。 

・中学校教員を対象にタブレット活用基本研修、タブレット操作研修及びデジタル教科書研

修を実施した。 

成果と課題 

・全中学校への指導用タブレット端末の整備を完了した。 

・中学校でのタブレットを活用した授業展開について、さらに研究する必要がある。 

・教員が効果的にタブレットを活用できるよう、引き続き研修等で支援する必要がある。 

今後の方向性 

・デジタル教科書を中心とした、より効果的なタブレットの活用方法を研究し、義務教育 9

年間を通して「堺スタイル」による一層の授業改善を推進する。 

・教職員対象の ICT 活用研修を継続して実施し、中学校タブレット活用パイロット校での授

業実践例や成果等を発信するなど、タブレットのさらなる活用を促進する。 

・校務支援システム等を計画的に更新整備する。 

・教育用端末について、国基準（教育用端末 3 クラスに 1 クラス分程度）に適合した ICT 環

境整備をめざす。 

・令和 2 年度から必修化となる小学校プログラミング教育の円滑な実施に向け、児童用タブ

レット端末や教材の整備及び教員研修を進める。 

（13）－ ③ 学校園の教育環境の充実 施設課・教育環境整備推進室 

事業概要 
・学校施設・設備上の課題に対し、安全・安心で良好な学校環境整備に取り組む。 

・学校規模の適正化に取り組む。 

H29 課題 ・総合整備計画（学校施設整備計画）を策定する必要がある。 

H30 取組内容 

・総合整備計画（学校施設整備計画）の策定に向けて、素案を作成した。 

・長寿命化改修を含む原山ひかり小学校の施設整備工事に着手した（令和元年度完了予定）。 

・原山台・原山台東小学校再編整備懇談会を開催し、原山ひかり小学校の移転に向けた通学

路の設定や安全対策等に係る検討を進めた。 

・小規模校へのヒアリングを順次行い、学校や保護者、地域の現状把握を行った。 

成果と課題 

・総合整備計画（学校施設整備計画）を策定し、本計画に基づき長寿命化への転換、施設規

模の適正化を推進する必要がある。 

・再編整備懇談会の意見を聴きながら、移転先への通学路等の検討や施設整備の推進を円滑

に行うことができた。 

今後の方向性 

・学校施設整備計画に基づき、5 ヵ年を基本単位とした実施計画を策定し、長寿命化改修等

を盛り込んだ整備を実施する。 

・令和 2 年度の原山ひかり小学校移転に向けて、再編整備懇談会の開催や施設整備、通学路

の安全対策等を行う。 

・児童数の推移等をふまえ、次期再編整備対象校を選定し、学校・保護者・地域住民等の 

理解と協力を得ながら事業を進める。 



■成果指標一覧
・学調・・・全国学力・学習状況調査　・義調・・・義務教育基本調査　 ・実施Ｐ・・・実施プログラム

・学び・・・堺市「子どもがのびる」学びの診断   ・ＭＰ・・・マスタープラン　・ＭＰ後期・・・マスタープラン後期実施計画

・前教育Ｐ・・・前教育プラン　 ※マーカー部分はプラン掲載の指標

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３０ R1

小６ 97.6 100.5 100.7 102 102

中３ 93.9 96.1 96.7 98 98

小学校 88.5% - - - -

中学校 79.5% - - - -

小６ 84.5% 86.8% 質問項目なし 88% -

中３ 66.5% 77.9% 質問項目なし 79% -

小６ - 80.7% 85.2% - 87%

中２ - 74.9% 77.9% - 79%

小６ 77.5% 76.3% 75.6% 78% 78%

中３ 50.3% 49.7% 51.6% 51% 53%

小学校 - 87.4% 86.8% 88.0% 89%

中学校 - 75.0% 75.9% 76.0% 77%

小学校 73.1% 76.4% 76.0% 80% 80%

中学校 56.7% 58.5% 59.4% 60% 60%

小学校 79.6% 質問項目なし 質問項目なし - -

中学校 95.3% 質問項目なし 質問項目なし - -

小学校 - 67.7% 82.7% 77% 88%

中学校 - 86.1% 95.3% 90% 96%

小６ 87.1% 86.1% 84.2% 90% 90%

中３ 71.1% 71.1% 71.2% 80% 80%

19校

-
（注）

基本施策(1)　自ら学び社会で生かす「総合的な学力」の育成

学力テストの堺市の平均値（全国
を100とした場合）

学調
実施Ｐ
ＭＰ

前教育Ｐ

105

102

成果指標 出典
指標掲載
の他計画

対象
現状値

（Ｈ26）
目標値
（R2）

実績

「授業の内容がよくわかる（よく
ある・ときどきある）」と答えた
児童生徒の割合

義調 -

95%

86%

「授業では、自分の考えを発表す
る機会が与えられていたと思う
（当てはまる・どちらかといえば
当てはまる）」と答えた児童生徒
の割合

学調 前教育Ｐ

91%

81%

「英語の授業の内容はよく分か
る」と答えた生徒の割合

中学生
チャレン

ジ
テスト

- 中２ 71.3% 75%

「英語を使ってコミュニケーショ
ンを図りたいと思う」と答えた児
童の割合

学び - 小６ - 80%

エキスパートやトップアスリー
ト、堺ゆかりの著名人等の外部人
材の派遣校数【年間】

- ＭＰ後期 - 44校 50校 18校 25校

文化人、芸術家、堺ゆかりの著名
人等の「本物」とのふれあいを年
１回以上体験できる機会を設けた
学校の割合（追加指標）

学び - 100% - 90%88.6%

「マイスタディに参加して授業が
よく分かるようになった」と答え
た児童生徒の割合

- -

85%

65%

「学校の授業時間以外に、普段読
書をしている」と答えた児童生徒
の割合

学調 -

82%

56%

91%

75%

基本施策(2)　小中一貫教育による「つながる教育」の推進

中学校の不登校生徒割合 -
実施Ｐ
ＭＰ

前教育Ｐ
- 2.75%

全国平均以下
(2.7％以下)

「理科の授業の内容がよくわかる
（よくある・ときどきある）」と
答えた児童生徒の割合

学び -

「教科の指導内容や指導方法につ
いて近隣の中学校・小学校と連携
を行っている（よく行っている・
どちらかといえば行っている）」
と答えた学校の割合

学調 実施Ｐ

100%

100%

近隣の小・中学校と合同して授業
研究や研修等を実施した割合
(代替指標）

- -

100%

100%

「将来の夢や目標をもっている
（当てはまる・どちらかといえば
当てはまる）」と答えた児童生徒
の割合

学調
ＭＰ

前教育Ｐ

100%

100%

- -

79.3% 81%

75.2% 77%

80.5%

76.6%

目標

全国平均以下
(2.7％以下)

80%

75%

25校

80%

全国平均以下
(2.7％以下)

（注）本市中学校の不登校生徒割合は、文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」に基づいており、平成30年度の割合については、
　　　令和元年10月頃公表予定です。

2.76%

「ふだんの授業では、自分の考え
を発表する機会があたえられてい
ると思う（当てはまる・どちらか
といえば当てはまる）」と答えた
児童生徒の割合（代替指標）

学び -

91%

81%
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Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３０ R1
成果指標 出典

指標掲載
の他計画

対象
現状値

（Ｈ26）
目標値
（R2）

実績 目標

小６ 40.9% 42.0% 49.6% 44% 50%

中３ 28.4% 34.3% 40.0% 34% 42%

小６ 59.8% 70% 54.6% 55.2% 59% 59%

中３ 37.2% 45% 36.2% 38.1% 39% 39%

小６ 77.4% 79.8% 84.4% 80% 85%

中３ 62.6% 68.7% 75.8% 70% 77%

小６ 87.3% 質問項目なし 90.1% - 92%

中２ 85.1% 質問項目なし 85.8% - 88%

小学校 100% 100% 100% 100% 100%

中学校 93% 83.7% 83.7% 100% 100%

延べ226回

59.8%
(92校中55校)

71.0%

93.0%

92.0%

100%

100%

99.0%

65.0% 80%

100% 100% 100%

- - 100% 91.0% 100%

80%

100%

100%

基本施策(7)　豊かな人権感覚と道徳性の育成

支援学校のセンター的機能を活用
した小中学校への支援割合（外部
専門家と支援学校教員による事例
相談等）

-
実施Ｐ

ＭＰ後期

授業のユニバーサルデザイン化に
取り組む学校の割合

- - - - 100%

77.2% 100%-

定時制の課程における進学・就職
率

-
実施Ｐ

前教育Ｐ
- 90%

人権教育連続講座の参加者に対す
るアンケートで、「人権に対する
意識が深まった・少し深まった」
と回答した人の割合

- -

今住んでいる地域の行事に参加し
ている（当てはまる・どちらかと
いえば当てはまる）」と答えた児
童生徒の割合

学調
実施Ｐ

前教育Ｐ

「地域や社会をよくするために、
何をすべきかを考えることがある
（当てはまる、どちらかといえば
当てはまる）」と答えた児童生徒
の割合

学調 実施Ｐ

基本施策(5)　自立をはぐくむ特別支援教育の充実

支援学級担任研修参加率 -
実施Ｐ

ＭＰ後期

70%

93%

人権教育教材集・資料、堺版人権
教育教材集・資料集の活用率

- -

100%

基本施策(3)　発達や学びの連続性をふまえた幼児教育の推進

保幼小合同研修会に教員が参加し
た小学校の割合

- 実施Ｐ -
14％

(13校)
100%

基本施策(4)　ゆめを実現する高等学校教育の推進

「堺高校を選んでよかった」と答
えた生徒の割合

- 実施Ｐ - - 100%

41.0%
(92校中38校)

100%
(92校中92校)

ワクワクひろば事業の実施回数 -
実施Ｐ
ＭＰ

前教育Ｐ
- 延べ220回 延べ300回 延べ210回 延べ250回

65%
(92校中60校)

延べ230回

100%

100%

100%- 98% 100% 98.6%

100%

100%

「自分にはよいところがある（当
てはまる・どちらかといえば当て
はまる）」と答えた児童生徒の割
合

学調 前教育Ｐ

「近所の人に会った時はあいさつ
をする（当てはまる・どちらかと
いえば当てはまる）」と答えた児
童生徒の割合

学び
実施Ｐ

前教育Ｐ
91%

83%

47%

34%

基本施策(6)　堺の地域資源を活用した教育の推進

100% 100%

100%

100%

-42-



Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３０ R1
成果指標 出典

指標掲載
の他計画

対象
現状値

（Ｈ26）
目標値
（R2）

実績 目標

あいさつ 100％ あいさつ 100％ あいさつ 100％ あいさつ 100％ あいさつ 100％

朝の読書 81.6％ 調査なし 調査なし - 朝の読書 85％

茶の湯 89.7％ 茶の湯 88.2％ 茶の湯 87.0% 茶の湯 90％ 茶の湯 90％

小６ 87.8% 91.5% 88.7% 92% 92%

中３ 90.9% 94.0% 93.4% 95% 95%

小学校 84.8% - - - -

中学校 79.6% - - - -

小5 97.0 97.0 98.0 100 100

中２ 93.0 93.0 96.3 100 100

小６ 86.9% 86.6% 83.2% 100% 100%

中３ 79.0% 79.5% 76.7% 100% 100%

運動部 60% 59.0% 59.3% 65% 65%

文化部 21% 21.0% 21.4% 20% 22%

小学校 97.9% 質問項目なし 質問項目なし - -

中学校 95.2% 質問項目なし 質問項目なし - -

小学校 98.9% 95.7% 95.4% 100% 100%

中学校 100% 97.6% 97.8% 100% 100%

小学校 80.8% - - - -

中学校 72.2% - - - -

小学校 91.4% 95.7% 98.9% 96% 99%

中学校 92.9% 100% 95.4% 100% 97%

94.0% 100%

- - 100% 99.2% 100%100%

-
（注）

93.0%

「学校教育目標や方策について全
教職員と共有し取り組んでいる
（よくしている・どちらかといえ
ばしている）」と答えた学校の割
合

学調 実施Ｐ

100%

100%

毎朝食事をとっている児童生徒の
割合

学調
実施Ｐ
ＭＰ

前教育Ｐ

体力テストの堺市の平均値（全国
を100とした場合）

全国体力・
運動能力、
運動習慣等
調査

実施Ｐ
ＭＰ

前教育Ｐ

100

20%

部活動入部率 - -

65%

基本施策(10)　学校マネジメント力の向上

100

100%

100%

98%

基本施策(9)　体力の向上と健康的な生活習慣の確立

中学校の不登校生徒割合 -
教育Ｐ
ＭＰ

前教育Ｐ

年間相談件数のうち、解決件数及
び課題解決に向け良好な形で継続
している件数の占める割合

- -

「学校に通うのが楽しい（とても
楽しい・楽しい）」と答えた児童
生徒の割合

義調 前教育Ｐ

- 89% 100%

91%

家庭・地域と連携した道徳教育の
実施率（授業参観、親子清掃等）

- - 100%

86%

- 2.75%
全国平均以下
(2.7％以下)

2.76%
全国平均以下
(2.7％以下)

全国平均以下
(2.7％以下)

「学校は地域協働が進んでいる
（そう思う・まあそう思う）」と
答えた保護者の割合

義調 -

87%

「保護者や地域の人が学校の諸活
動に（ボランティアとして）参加
してくれる（よく参加してくれ
る・参加してくれる）」と答えた
学校の割合

学調 教育Ｐ

「学級運営の状況や課題を全教職
員の間で共有し、学校として組織
的に取り組んでいる（よくしてい
る・どちらかといえばしてい
る）」と答えた学校の割合
(代替指標）

学調 -

100%

100%

78%

96%

堺・スタンダードの取組の実施 - - -
全小中学校で
実施(100%)

基本施策(8)　秩序と活気のある学びの場づくり

「学校のきまりを守っている（当
てはまる・どちらかといえば当て
はまる）」と答えた児童生徒の割
合

学調
実施Ｐ

前教育Ｐ

94%

97%

100%

（注）本市中学校の不登校生徒割合は、文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」に基づいており、平成30年度の割合については、
　　　令和元年10月頃公表予定です。
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Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３０ R1
成果指標 出典

指標掲載
の他計画

対象
現状値

（Ｈ26）
目標値
（R2）

実績 目標

小学校 88.2% 89.3% 97.8% 94% 98%

中学校 88.1% 88.3% 95.4% 94% 98%

小６ 81.0% 87.7% 87.9% 87% 90%

中３ 68.6% 75.5% 79.0% 75% 80%

小学校 2.8倍 4.0倍 4.8倍 3倍以上 3倍以上

中学校 4.4倍 7.7倍 6.1倍 5倍以上 5倍以上

小学校 91.4% 95.7% 98.9% 96% 99%

中学校 92.9% 100% 95.4% 100% 97%

小６ 79.0% - - - -

中３ 70.4% - - - -

小６ 56.8% - - - -

中３ 52.8% - - - -

- - - 約449万点 約428万点 約424万点 480万点 480万点

- - - 約10万8千件 約8万4千件 約7万6千件 9万件 9万件

- ＭＰ後期 - - 100% 100% 100% 100%

- - - - 7.6% 7.5% - 20%

全小学校区
（92校）

0人

6.8人/台

総合整備計画
（学校施設整
備計画）の素
案の作成

76.2%

「先生は、よいところを認めてく
れている（当てはまる・どちらか
といえば当てはまる）」と答えた
児童生徒の割合

学調 -

87%

75%

「教職員は、校内外の研修や研究
会に参加し、その成果を教育活動
に積極的に反映させている（よく
している・どちらかといえばして
いる）」と答えた学校の割合

学調 実施Ｐ

94%

94%

基本施策(11)　信頼される教員の育成

85%

「子どもの努力をほめる」ことを
大変心がけている」と答えた保護
者の割合

義調 前教育Ｐ

70%

60%

96%

98%

-

総合整備計画
の策定と計画
に基づく施設
整備の推進

児童・生徒に対する教育用端末の
整備台数

- - - 8.0人/台 3.6人/台 7.8人/台

国基準
(教育用端末3ク
ラスに1クラス
分程度)
※参考値3人/台

75.6%

全小学校区
（92校）

0人

90校区

「悪いことはきちんとしかる」こ
とを大変心がけている」と答えた
保護者の割合

義調 前教育Ｐ

85%

全小学校区
（92校）

-

100%

国基準
(教育用端末3ク
ラスに1クラス
分程度)
※参考値3人/台

総合整備計画
の策定

100%

学校園において児童生徒が安全・
安心に過ごすことができる環境の
整備

- - - -

総合整備計画
に基づく各年
度の施設整備
の推進

年間個人貸出点数 ４８０万点

年間レファレンス件数 １１万件

親育ち支援講座（旧家庭教育サ
ポート講座）の実施やＰＴＡによ
る自主的な研修等の取組の実施

- - - -
全小学校区で

実施

教員採用選考試験の受験倍率 - -

3倍以上

５倍以上

基本施策(12)　「ひろがる教育」の推進と学びの支援

「保護者や地域の人が学校の諸活
動に（ボランティアとして）参加
してくれる（よく参加してくれ
る・参加してくれる）」と答えた
学校の割合

学調 実施Ｐ

中学校給食喫食率
（追加指標）

20%

中学校給食実施校 全中学校

0人

基本施策(13)　安全・安心で良好な教育環境の整備

ICT活用率（授業でICTを活用でき
る教員の割合）

-
実施Ｐ

ＭＰ後期
- 69.3% 100%

待機児童数の解消（のびのびルー
ム待機児童数）

- ＭＰ - 122人 ０人
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Ⅵ 学識経験者による点検・評価の講評 

 

（１）森田 英嗣 氏（大阪教育大学 理事・副学長） 

 

 平成 30年度の本報告書は、5年間の計画である「第 2期未来をつくる堺教育プラン（以下「教育プラン」

という。）」(平成 28年度～令和 2年度)の 3年目の点検・評価書であるということで、ちょうど中間の＜折り

返し地点＞での報告書という位置づけになる。そこで今回は折り返し後の方向性を見定めつつ、「基本施策」

ごとに気づいた点について記述してみたい。 

 

【基本的方向性１】「総合的な学力」の育成 

基本施策（１）「自ら学び社会で生かす「総合的な学力」の育成」について 

言語能力を基盤とした「学力」「学びの基礎力」「社会的実践力」をバランスよく育てる「総合的な学力」

の育成に向けて実施されている 6つの事業はいずれも、成果を上げていることがうかがえた。「学力向上推進

事業」では、「総合学力プロフィール」「堺版授業スタンダード」「自主学習ノート」「毎日宿題を課し点検す

るシステム」等のツールやシステムが、教職員の力を合わせる仕組みとして機能し、成果につながっている

ようである。「キャリア教育推進事業」における、文化人、芸術家、堺ゆかりの著名人など、「本物」に触れ

合う機会をつくることで、キャリア意識を育てるという方向性も順調である。「学校図書館教育推進事業」で

は、学校図書館職員や学校司書による巡回訪問、市立図書館との連携等の尽力により、とりわけ中学校にお

いて学校図書館の来館者数が増加し、「学校の授業以外に、普段読書をしている」と答えた生徒の数が増える

など、成果が見られる。「科学教育推進事業」では、授業改善が進み、「理科の授業の内容がよくわかる」の

質問に対する中学生の肯定的回答が増加したことなどは勇気づけられる結果である。さらに「堺マイスタデ

ィ事業」でも、「マイスタディの学習は楽しい」「マイスタディの学習はよくわかる」と答えた児童生徒の割

合は高い数値を維持している。また、「英語教育推進事業」や「科学教育推進事業」に見られるように、新学

習指導要領への対応も順調であるように見受けられる。 

全体として「成果指標一覧」の「目標値（R2）」の数値に確実に近づきつつあるが、まだ達成していない指

標も多くある。これまでの方策で、時間と努力を振り向けることで目標値に達成できそうか、あるいは別の

方策が必要と考えられるのか、＜折り返し地点＞ではそのあたりを分析することも求められよう。 

 

基本施策（２）「小中一貫教育による『つながる教育』の推進」について 

 「小中一貫教育推進事業」では「近隣の小中学校と合同して授業研究や研修等を実施している学校の割合」

が平成 29年度には低下していたが、平成 30年度では立て直している。今後は、「第 14回小中一貫教育全国

サミット in堺」の開催を契機として、これまでの取組を総括されるとのことであるので、この機会に成果を

左右する要因を特定し、＜折り返し地点＞後の後半に戦略的につなげていただきたい。 



- 46 - 

 

基本施策（３）「発達や学びの連続性をふまえた幼児教育の推進」について 

「幼児教育推進事業」では、「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」の普及・啓発に取り組み、保幼小合

同研修会への参加教員も増加したことでよい傾向である。本事業は、幼児期から小学校への接続とともに、

特別支援教育の視座を併せ持つ事業であり、公民園種を超えた連携や関係機関との連携が必要となる。＜折

り返し地点＞後の後半は、「縦につながる教育」と「横にひろがる教育」を展開する堺市の、象徴的事業とし

ての側面からも成果を強調していただくことが求められるのではないかと思われる。 

 

基本施策（４）「ゆめを実現する高等学校教育の推進」について 

「ゆめをはぐくむ高等学校教育推進事業」では、昨年に引き続き、堺高校に進学させた保護者の満足度が

高く、また「堺高校を選んでよかった」と答えた生徒の割合も増えたとのことで、入学後の満足度はよい傾

向にある。ただ志願者数が減少傾向の専門学科もあるとのことで、＜折り返し地点＞後の後半では、入口時

点でのＰＲやニーズ把握に加え、出口の実績づくり等の関係性についての分析が求められるように思われる。 

 

基本施策（５）「自立をはぐくむ特別支援教育の充実」について 

 「特別支援教育環境整備事業」、「ユニバーサルデザインスクール事業」、「特別支援教育推進事業」とも、

それぞれの事業目的が着実に成果を上げており、＜折り返し地点＞においては、上々の成果だと言えよう。

特別支援学校の新学習指導要領では、障害のある子どもたちの学びの場の柔軟な選択をふまえ、幼稚園、小・

中・高等学校の教育課程との連続性が重視されているようである。＜折り返し地点＞後である今後は、その

あたりの新しい課題も、目標に組み込んでよいと思われる。 

 

基本施策（６）「堺の地域資源を活用した教育の推進」について 

「子ども堺学の推進」では、堺ならではの人的・物的地域資源を活用しており、新学習指導要領で推奨さ

れている社会に開かれたカリキュラムの典型的な事業になっている。子どもたちの「地域や社会をよくする

ために、何をすべきかを考えることがある」と答えた児童生徒の割合も増加しており、成果が上がっている。

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を契機にして、＜折り返し地点＞後である今後は、より一層高い目

標を掲げてもよいように思われる。 

 

【基本的方向性２】 豊かな心と健やかな体の育成 

基本施策（７）「豊かな人権感覚と道徳性の育成」について 

「人権教育の推進」、「道徳教育の推進」、「堺・スタンダードの推進」の各事業の成果はおおむね順調である。

「自分にはよいところがあると思う」と答えた児童生徒の割合が大幅に増加するなど、目を見張る成果もあ

る。「人権教育教材集・資料」「堺版人権教育教材集・資料集」の活用がまだ目標値に達していないなど、懸
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念要因も意識化されている。＜折り返し地点＞後である今後は、学校教育の中で LGBTに関する配慮を実現す

るなど現代的課題への対応も、徐々に組み込んでいってほしい。 

 

基本施策（８）「秩序と活気のある学びの場づくり」について 

「生徒指導の推進と生徒指導の支援体制の充実」、「教育相談事業」では、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカー等と教員の連携によって、子どもを支援することになる。性に関連した事案が増加傾向

にあるとのことであるので、まさにこの連携が試されていると言える。後者の事業では教職員研修の再構築

の結果、参加者数が増加したとのことで、とても興味深い。学校の改革の多くは、教職員研修を手段にする

ことが多いが、どのような工夫がなされたのか、教育委員会事務局内での部課を超えた共有化が期待されよ

う。 

 

基本施策（９）「体力の向上と健康的な生活習慣の確立」について 

「体力向上推進事業」では、全国体力・運動能力、運動習慣等調査での小 5 男女、中 2 男女において、過去

最高値を得たとのことである。運動能力の比較は、学力と異なり、数値をそのまま比較できるので、経年変

化が容易である。そうした数値を使って、成果を説明できることは、市民にとっても大変分かりやすい。こ

うした結果は、「食育推進事業」による「食」への関心の増進、「部活動推進事業」での部活動指導員の配置

による教員負担の軽減とともに、教育委員会のガバナンス力を示すものだと考えられ、たいへん勇気づけら

れる。 

 

【基本的方向性３】 学校力・教師力の向上 

基本施策（10）「学校マネジメント力の向上」について 

「学校マネジメント支援事業」では、勤務時間の縮減傾向が見られ、学校でのマネジメント力の向上がうか

がえる。「堺版コミュニティ・スクール推進事業」では、「保護者や地域の人が学校の諸活動に参加している」

と答えた学校が 9 割超の水準で推移しているとのことで、保護者や地域とともに歩む学校の姿が日常的にみ

られるようになったようである。＜折り返し地点＞後も、教育委員会からの学校支援を多角的に活用しつつ、

自立的な学校をめざしていただきたい。 

 

基本施策（11）「信頼される教員の育成」について 

 ニーズが多様化、複雑化する中で、他専門職と同様に、教員には研修によって、絶えずその専門的力量を

高めることが求められる。その中で「教職員研修事業」では、「堺版校内研修ガイドブック」や「堺版教師の

学び合いスタンダード」を作成・活用し、教員育成指標も視野に入れたシステマチックな研修が構築されて

きているのは特筆するべき成果であろう。「教職員採用事業･人事配置」では、教員育成指標に基づいて、養

成期も含めた一貫性のある革新的な採用、配置システムが考えられている点が強みである。多くの基本施策
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の担い手が教員であることを考えたとき、本施策はある意味で効果を得る根幹であると考えられる。＜折り

返し地点＞後には、これらの事業を、教員の自主的な研修、あるいは地元の大学・大学院での研修ともあわ

せ、教員参加型のより大きなシステムに育てていただきたい。 

 

【基本的方向性４】 家庭・地域とともに教育を推進  

基本施策（12）「『ひろがる教育』の推進と学びの支援」について 

本施策では「家庭教育をはじめとした保護者への支援や地域での子どもの健全育成に対する支援」で保護

者を支援・育成し、「区教育･健全育成にかかる取組の充実」で地域・保護者とともに子どもを支える仕組み

を構築し、「堺版コミュニティ・スクール推進事業」で地域・保護者の力と学校を結びつけ、「放課後等の健

全育成事業」で子どもが放課後に安心して過ごせる場を学校との連携で実現し、「地域の知の拠点としての図

書館の充実」で市民の生涯学習の場として、多様な学習活動を支援するとともに、読書を通して保護者の子

育て支援を行い、成果を上げつつある。これらは、個々の成果を単独で追求するよりも、全体として歩調を

合わせながら展開させることが重要である。＜折り返し地点＞後である今後も、引き続き学校教育、家庭教

育、そして社会教育を連動させながら、3者の充実を図るという本施策の基本に立ち戻り、教育プランの柱の

一つである「横にひろがる教育」の充実に邁進していただきたい。あわせて令和 2 年度の最終目標値を得る

ために、もう一度戦略を確認し、必要に応じて修正する時期でもあろうと思われる。 

 

【基本的方向性５】 よりよい教育環境の充実 

基本施策（13）「安全・安心で良好な教育環境の整備」について 

 子どもをはぐくむための教育環境の整備は、どこまでも追究でき、区切りがつけにくい側面があるが、「中

学校給食事業」、「学校教育ＩＣＴ化推進事業」、「学校園の教育環境の充実」の 3 事業とも、段階的だがチャ

レンジングな目標を掲げ、その達成をめざし、順調に事業が推移していると思われた。「学校教育ＩＣＴ化推

進事業」では、新学習指導要領を展開するための国基準（教育用端末 3 クラスに 1 クラス分程度）が示され

たのに伴い、新しい目標値の設定とそれを達成するための戦略が必要になっている。 
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（２） 大野 裕己 氏（滋賀大学 大学院教育学研究科 教授） 

 

堺市教育委員会「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書（平成 30年度版）案」及び

教育委員会事務局が選定した事業についての担当者とのヒアリング（令和元年 5 月 10 日）に基づき、以下、

堺市教育委員会の点検･評価の結果及び評価手法に対する所見を述べたい。 

 

堺市教育委員会においては、堺市教育振興基本計画「未来をつくる堺教育プラン（平成 23-27 年度、以下

「第 1 期プラン」という。）」策定以来、各種データの綿密な検証に基づき堺市の教育課題を明確化するとと

もに、それらに対する教育行政・学校園等の次元での効果的な取組を促進する施策立案・条件整備の努力を

重ねてきた。現在の「第 2期未来をつくる堺教育プラン（平成 28-令和 2年度、以下「第 2期プラン」という。）」

及び「第 2期未来をつくる堺教育プラン 実施プログラム（平成 28年 3月策定）」においても、「総合学力プ

ロフィール」「堺版授業スタンダード」を活用した学力向上の推進（基本施策（1）関連）、「子ども堺学」推

進にかかる内容面・資源面での条件整備（基本施策（6）関連）、生徒指導主事の専任配置や、スクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカーといった専門スタッフの配置をはじめとする生徒指導の支援体制の

充実（基本施策（8）関連）など、そうした構造的な条件整備のありようを示す施策が多くみられる。中でも、

政令指定都市としての行政条件を生かした施策も少なくない。 

また、第 2 期プラン計画期間内における点検・評価では、基本施策・実施プログラム事業それぞれのレベ

ルにおいて、施策及び事業の基本概要（プランでの位置づけを踏まえたねらい・内容）、前年度課題、本年度

取組内容・重点、年度の成果・課題の検証、今後の方向性を相互関連的に記述する、施策 R-PDCAサイクルの

実効化を意識したフレームが採用されている。 

今回の点検・評価の対象年度となる平成 30年度は、第2期プランの 5年間の計画期間の中間地点にあたる。

このことを踏まえて堺市教育委員会による点検・評価結果についての所見を述べたい。 

最初に、点検・評価計画書における「成果指標」の年度実績値を確認すると、学力テストの堺市の平均値

（全国を 100とした場合）、体力テストの堺市の平均値（全国を 100とした場合）、「自分にはよいところがあ

る」と答えた児童生徒の割合、また「ふだんの授業では、自分の考えを発表する機会があたえられていると

思う」と答えた児童生徒の割合、「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある」と答え

た児童生徒の割合、「先生は、よいところを認めてくれている」と答えた児童生徒の割合、「保護者や地域の

人が学校の諸活動に（ボランティアとして）参加してくれる」と答えた学校の割合など、特に第 1 期プラン

計画期間終了時に継続課題とされた事項の関連指標について、年度目標値に到達できていない指標も若干み

られるものの、目標値に照らして概ね堅調な伸びを示していることがうかがわれた。この点は、ひとえに教

育委員会、各学校園、家庭・地域での課題意識を共有しての取組の所産と言えるが、本点検・評価報告書の

大半の施策事業シートにおいて、前年度の成果・課題状況、年度の取組の内容・重点が明確に整理されてい
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ること、そして事業担当者が各事業のボリュームを高める運用に努めていると解されることの貢献も決して

小さくないと思料される。5月 10日のヒアリングにおいても、事業担当者が当該事業の課題や推進ポイント

について高い理解をもっていることが確認できた。これらの点から、現在の堺市教育委員会において事務事

業の点検・評価と改善のサイクルが機能していることを認めるとともに、そのような運用に向けた関係者の

長期的な努力を評価したい。 

一方で、第 2 期プラン計画期間終了時（令和 2 年度）を展望すると、施策・事業の推進及び評価・点検方

法について一層の改善が期待される点も指摘しうる。ここで再び成果指標を確認すると、平成 30年度時点で

目標値に照らして堅調に推移している指標も多くみられる一方、目標との乖離がみられる項目、平成 26年度

実績値からの伸びがみられない、あるいは低下傾向にある項目もみられる。例えば、「将来の夢や目標をもっ

ている」と答えた児童生徒の割合、「今住んでいる地域の行事に参加している」と答えた児童生徒の割合、「堺

高校を選んでよかった」と答えた生徒の割合などがあげられる。成果指標ではないが、本年度点検・評価で

確認された学力低位層の割合（正答率 40％未満）の高さを含めて、これらは先に述べた堅調に推移する指標

に比して、より複合的な取組が必要かつ学校の環境条件に左右されやすい項目との印象を持つが、今後の教

育行政による課題要因の分析及び手立ての立案・実施が期待される。中には、取組推進に困難を抱える学校

等に対するきめ細かな支援も求められるかもしれない。 

また、点検・評価の実施手法面でも、現在のフレームは施策推進上の課題‐年度の取組・重点‐効果検証・

改善の流れをわかりやすく説明できるものと評価できるが、一部の事業評価に「成果と課題」における指標

を意識した検証や成果・課題点の要因考察が十分と認めがたいもの（目標値を下回った指標への言及が弱い

もの）、「成果と課題」「今後の方向性」の関連に弱さが感じられたものがみられた。これらの点については、

残り 2 年間の第 2 期プラン計画期間内において、検証改善の趣旨に基づき点検・評価の精度を高めて、計画

の所期のねらいの完結に向けて有効な取組の創出につなげていくことを期待したい。 
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Ⅶ おわりに 
 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、平成 30 年度の教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検・評価を実施しました。 

 

平成 30 年度の点検・評価の実施に当たっては、昨年度と同様、「第２期未来をつくる堺教育プ

ラン実施プログラム」に掲げる事業について、平成 29年度に課題となった事項に対する平成 30年

度の事業の取組内容、成果と課題、今後の方向性等を、プラン及び実施プログラム事業の成果指標

等の推移をふまえながら検証を行うとともに、基本的方向性の実現という視点にも考慮して、基本

施策ごとの評価を行いました。 

 

学識経験者からは、前教育プランからの継続課題とされた事項の関連指標が概ね堅調な伸びを示

しており、点検・評価と改善のサイクルが機能しているとの評価をいただくとともに、平成 30 年

度が現教育プランの中間地点であることをふまえ、令和 2年度の目標値達成に向けて方向性を再確

認することなど、今後の事業展開や点検・評価に関して、様々なご講評をいただきました。 

 

今後、点検・評価で明らかになった成果や課題を十分に認識した上で、残り 2年の計画期間とな

った教育プランの実現に向けて、より効果的な事業推進、点検・評価の改善・工夫を図ってまいり

ます。また、新学習指導要領の全面実施に向け、指導体制の整備等、学校の実態に即した移行を着

実に進めるとともに、多様化する学校の課題解決に向けた取組をより一層推進してまいります。 

 

最後に、本報告書の作成に当たりご指導及びご助言をいただきました、大阪教育大学理事・副学

長 森田英嗣氏と滋賀大学 大学院教育学研究科 教授 大野裕己氏に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

堺市教育委員会 
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