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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 

・全小中学校で「堺版 授業スタンダード」に基づいて、1単位時間の授業で学んだことを定着させる
授業改善に取り組んだ。 

・全中学校に学校司書を配置して開館日数を増やすなど環境を整備し、学校図書館を利活用した授業を
実施した。また、全小学校に学校図書館職員や学校司書による巡回訪問を行い、指導・助言を行った。 

・民間の教育関連企業を活用した学習支援として土曜マイスタディを実施し、実施校で抽出調査を行っ
た。 

・教員の指導力向上を図るため、英語教育やキャリア教育、理科・科学教育等、様々な分野や教科につ
いて教員研修を実施した。 

 
 ◆成果と課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校では算数Ａ（知識）、Ｂ（活用）ともに全国平均を超えた。
中学校では昨年度と比較すると全ての区分で改善が見られたが、依然として全国平均を下回っている。 

・基本施策（13）による学校へのタブレット端末の整備により、子どもの集中力向上や学習内容の理解
等に効果が見られており、学力向上につながっていると考えられる。 

・「学校の授業時間以外に、普段読書をしている」児童生徒の割合が、小中学校ともに増加した。 
・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、平成 28 年度と比較して 14ポイント増加した。 
・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とともに、児童生徒が自ら課

題を見出し、学んだことを活用して課題を解決できるようになるための授業改善に取り組む必要があ
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必要がある。 
 
 ◆今後の方向性 

・堺市「子どもがのびる」学びの診断、「全国学力・学習状況調査」など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・分析した上で、習得した知識を相互に関連付けてより深く理解で
きるような授業改善を進めるなど、各校の実施計画を見直すよう周知を図る。 

・学校図書館への巡回訪問を受けた小学校にアンケートを実施し、検証を行う。 
・土曜マイスタディを 14中学校に拡充する。 
・研究校の取組発信、授業改革担当指導員の活用、授業の実践に役立つ効果的な教材研修、科学教育研

修等により、教員の授業力向上を図る。 
・小学校に英語指導加配教員及び非常勤講師を配置するほか、英語科教員が生徒の英語力を、国が示す
基準に沿って適切に評価できるよう研修等を実施する。 
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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。 

H28 課題 
・全小中学校で授業改善の取組、家庭学習習慣の定着に向けた取組が必要である。 

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

H29 取組内容 

・全小中学校で「堺版 授業スタンダード」に基づき、児童生徒に 1 単位時間の授業で学ん

だ内容を定着させる授業改善に取り組んだ。 

・学校全体で児童生徒が感じたこと、考えたことを整理し理解を深めるための自主学習ノー

トによる取組を推進するとともに、毎日宿題を課し点検するよう周知を図った。 

・研究校や優良な取組をしている学校の事例をもとにした研修等を実施した。 

・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。 

・指導体制の確立を図る中学校を学力向上重点校に指定し、総合的な学力向上に向けた取組

を推進した。 

成果と課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校の算数Ａ（知識）、Ｂ（活用）ともに、全国平

均を超えた。中学校においても昨年度と比較して、全ての区分で改善が見られ、全国との

差が小さくなっている。 

・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。 

今後の方向性 

・堺市「子どもがのびる」学びの診断、「全国学力・学習状況調査」など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・分析した上で、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な授業改善を進めるなど、各校の実施計画を見直すよう周知

を図る。 

・学力向上重点校での成果を各校に発信する。 

 

（1）－ ② 英語教育推進事業 学校指導課 

事業概要 
・小学校 3・4 年生で英語教育を段階的に実施する。 

・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。 

H28 課題 
・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進める必要がある。 

H29 取組内容 

・小中学校教員の英語指導力向上のため、外部機関と連携した教員研修を実施した。 

・新学習指導要領への対応として、全小学校で英語の絵本を配架し、小学校教員が読み聞か

せを行った。 

・ネイティブスピーカーとの効果的なティームティーチングの指導例や英語授業力向上研究

指定校の取組を全学校に発信した。 

成果と課題 

・「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 0.1 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 0.6 ポイント減少した。 

・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 15 単位時間、5・6 年生で年間 50 単位時間の外国語活動を実施し、

小学校で英語に触れる機会を拡充する。 

・新学習指導要領への対応の準備として、英語教育推進モデル校での「読む」「書く」指導を

導入し、教え込む授業から、生徒が考える授業への改善に取り組む。 

・小学校に外国語活動を指導する小学校英語指導加配教員及び非常勤講師を配置する。 

・中学校で全て英語を使った授業が実施できるよう、教員の英語力を高める研修を実施する。 

・英語科教員が生徒の英語力を、国が示す基準に沿って適切に評価できるよう研修等を実施

する。 
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（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・汎用的能力を育成し、勤労観や職業観を

形成するため、キャリア教育の充実を図る。 

H28 課題 

・進路指導ガイドブック「キャリアマップ」の活用を進める必要がある。 

・専門家の派遣時だけでなく、継続的に子どもたちが自分の将来について考え、夢や目標に

向かって取り組めるような指導のあり方を検討する必要がある。 

H29 取組内容 

・キャリア教育の視点からも児童生徒が将来の生活や社会と関連付けながら「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けた授業改善を図るため、キャリア教育教員研修を実施した。 

・中学校 2 年生における職場体験など特別活動でのキャリア教育に活用するため、中学校 1

年生に「キャリアマップ」を配布した。 

成果と課題 
・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。 

今後の方向性 

・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。 

・専門家派遣の事前・事後の指導や進路指導ガイドブック「キャリアマップ」を活用した進

路指導の好事例を収集し、各校で取り組めるよう周知を図る。 

・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、学校に発信する。 

 
 
 
（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配備を充実させ、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。 

H28 課題 
・「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に伸びが見られない。 

・全中学校に学校司書を配置し、学習センター機能を充実する必要がある。 

H29 取組内容 

・全中学校に学校司書を配置し、中学校の学校図書館の環境を整備し、学校図書館を利活用

した授業を実施した。 

・毎月 1 回程度連絡会を実施し、学校司書と学校図書館サポーターとの連携について協議し

た。 

・児童生徒に読書への興味・関心を持たせるため、子ども司書の養成など市立図書館と連携

したイベントや図書の学校貸出等を実施した。 

・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、学校図書館教育の

取組状況を把握するとともに、指導・助言を行った。 

成果と課題 

・中学校図書館の開館日数が増加した。 

・「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が、小中学校とも

に増加した。 

・巡回訪問の実施を受けて、司書教諭や学校図書館サポーターに対して学校図書館の環境改

善に向けた研修を行う必要がある。 

・巡回訪問後の各学校における効果を検証する必要がある 

今後の方向性 

・学習資料の情報提供などで学校司書や学校図書館サポーター等と教職員との連携を図り、

各教科や子ども堺学などの学習活動における学校図書館の利活用を促進する。 

・巡回訪問を実施した小学校に対してアンケートを実施し、検証を行う。 

・学校司書と連携した学校図書館サポーターの活用方法について具体的に検討する。 
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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。 

H28 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、小中学校共に全国平均

値を大きく下回っている。 

H29 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

科単元別教材研修を充実して実施した。 

・堺市初等教育研究会理科部会と連携した「堺版授業スタンダード・小理」に則った指導案、

小中学校理科復習プリントを作成し、全学校に公開した。 

・観察実験アシスタント配置校を拠点に学期に 1 回以上の公開授業を課し、指導主事等によ

る指導の強化を図った。 

・中学校教科別研修（理科）の実施並びに中学校教育研究会理科部会及び研究グループに対

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 

・平成 29 年度堺市「子どもがのびる」学びの診断における「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、小学校 3～6 年生の平均で 87.4％、中学校 1・2 年生の

平均で 75.0％であった。いずれも、平成 27 年度「全国学力・学習状況調査」における結

果（小 85.3％、中 61.5％）よりも向上し、平成 28 年度堺市「子どもがのびる」学びの診

断における結果（小 86.5％、中 70.8％）よりも上回った。 

・平成 29 年度大阪府チャレンジテストでは、生徒アンケート「授業で自分の予想をもとに

観察や実験の計画を立てている」の肯定的回答は、府平均及び昨年度本市結果より 4.3 ポ

イント高く、授業改善が進んでいるが、一方、得点は大阪府 100 換算で A98.7、B99.0 で

あった。 

今後の方向性 

・授業改革担当指導員を活用した小学校教員の理科授業力の向上を図る。 

・授業の実践に役立つ効果的な教材研修、科学教育研修等を実施する。 

・初研理科部会、中教研理科部会と連携した指導資料の作成及び教員の授業力向上を図る。 
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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 12 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。 

H28 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。 

H29 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。 

・教員とコーディネーター・指導スタッフとの情報交換会を行い、学校の授業内容とマイス

タディの指導内容を連携させた家庭学習習慣の定着に向けての取組を行った。 

・土曜マイスタディとして、12 中学校で土曜日等に民間の教育関連企業を活用した学習支援

を実施するとともに、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 80％、中学校で 73％、

「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 87％、中学校で

77％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が、中

学校では増加したが、小学校では減少している。 

・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、平成 28 年度と比較して 14 ポイント増加した。 

・土曜マイスタディ実施校において、大阪府チャレンジテストの学力結果を比較したところ、

中学校１年生時と中学校３年生時とでは、市平均を 100 とした場合、数学で 11 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。 

・土曜マイスタディを 14 中学校に拡充する。 
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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踏まえ
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が課題別グループに分かれ、取り組んだ内容・成果を発表し、課題解決
に向けた今後の方向性を共有した。 

・中学校区の教育目標や取組内容を示す実施計画書を全中学校区で作成した。 
・小中一貫教育推進リーダーをコーディネーターとして、小中 9 年間を見通した系統的な生徒指導や
学習指導の体制構築を進め、児童生徒の「総合的な学力」の育成に取り組んだ。 

 
 ◆成果と課題 

・近隣の小中学校と合同して授業研究や研修を実施している学校の割合が、小学校で 67.7％、中学校
で 86.1％と前年度より低下しており、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
による連携を強化していく必要がある。 

・小中合同研修会において学習指導や生徒指導の課題解決に向けた情報を共有することで、小中一貫し
た指導体制の構築が進んだ。 

 
 ◆今後の方向性 

・小中一貫教育推進リーダーを中心とした中学校区の教員による授業研究、研修、情報交換等の充実を
図る。 

・小中学校における相互授業参観、ノート指導、家庭学習等についての交流・情報交換の充実を図る。 
 
 ◆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。 

H28 課題 

・小中一貫した学習指導・生徒指導を充実する必要がある。 

・義務教育学校設置に向けて研究する必要がある。 

・中学校の生徒指導主事を中心とした系統的な生徒指導体制を充実する必要がある。 

H29 取組内容 

・小中一貫教育推進リーダーが課題別にグループに分かれて取り組んだ内容・成果を発表し、

課題解決に向けた方向性を共有した。 

・中学校区の教育目標や取組内容を示す実施計画書を全中学校区で作成した。 

・平成 29 年度から、中学校区で共通した学校評価項目を設定し取り組むよう周知した。 

・義務教育学校の設置について教育委員会事務局内の関係課で課題を抽出し、研究を行った。 

・小中一貫教育推進リーダーをコーディネーターとして、小中合同研修会を開催するなどし

て、学習指導面や生徒指導面の系統的な指導体制の構築に取り組んだ。 

成果と課題 

・小中合同研修会において学習指導や生徒指導の課題解決に向けた情報を共有することで、

小中一貫した指導体制の構築が進んだ。 

・近隣の小中学校と合同して授業研究や研修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。 

・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。 

今後の方向性 

・義務教育学校設置に向けて引き続き検討する。 

・小中一貫教育推進リーダーを中心とした中学校区の教員による授業研究、研修、情報交換

等の充実を図る。 

・小中学校における相互授業参観、ノート指導、家庭学習等についての交流、情報交換の充

実を図る。 
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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踏まえ、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 
  ・公民協働による「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」の改定を行い、市内の幼児教育保育施設及

び小学校全てに配付した。 
 
 ◆成果と課題 
  ・「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」の改定作業や、幼児教育アドバイザーが出張講座等により

公立こども園や私立民間園へ出向くことで、公民園種を越えた連携を進めることができた。 
  ・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、幼児期から児童期への円滑な接続

のため、小学校との連携を強化する必要がある。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・幼児教育アドバイザー等連絡会議を民間私立園からの参加を広く募って実施する。 
  ・保幼小合同研修を各小学校・幼稚園とも 1人以上受講するよう働きかける。 
 
 ◆事業評価 
 

（3）－ ① 幼児教育推進事業 
学校総務課・学校指導課・ 

教育環境整備推進室 

事業概要 
全ての幼稚園・保育所（園）・認定こども園と小学校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。 

H28 課題 

・公民・園種を越えた連携をさらに進める必要がある。 

・小学校の保幼小合同研修会への参加数が 93 校中 60 校であり、全小学校から参加していな

い現状がある。 

H29 取組内容 

・幼小接続期の教育内容の充実に向け、新幼稚園教育要領等の普及・啓発のための研修会を

実施した。 

・公民協働による「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」の改定を行い、市内の幼児教育

保育施設及び小学校全てに配付した。 

・幼児教育アドバイザーによる「わくわくスタート堺っ子」出張講座を通年で実施した。 

成果と課題 

・「幼児教育堺スタンダードカリキュラム」の改定作業や、幼児教育アドバイザーが出張講座

等により公立こども園や私立民間園へ出向くことで、公民園種を越えた連携を進めること

ができた。 

・市教委が主催する研修に私立民間園からの参加者が増加した。 

・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いる。 

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

今後の方向性 

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

・幼児教育アドバイザー等連絡会議を民間私立園からの参加を広く募って実施する。 

・幼児教育アドバイザーによる園内研修へのサポート内容を拡充する。 

・小学校への接続をより円滑に進めるため、保幼小合同研修を各小学校・幼稚園とも 1 人以

上受講するよう働きかける。 

・幼児期における特別支援体制の構築に関する事業について、整理を図る。 
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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積極的に公開するとともに、中学校への広報活動を充実させ
た。 

・生徒が仁徳天皇陵古墳周辺の清掃等の運営ボランティアとして活動して地域に貢献した。 
 
 ◆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 97％、87％と高い。 

・「堺高校では高度な知識や技能・技術が習得できる」と答えた生徒は 80％と高く、専門教育を通して
創造力豊かな人材の育成が進められている。一方で、「堺高校を選んでよかった」と答えた生徒の割
合は 65％にとどまっている。 

 
 ◆今後の方向性 

・国の大学入試改革に対応した思考力・判断力・表現力などの資質・能力を育成する観点から、「主体
的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」の実現に向け、グループワーク、ディスカッシ
ョンなどの言語活動をより一層充実させる。 

・生徒・保護者の信頼の再構築に向けて、高等学校の教職員の人権意識の高揚及びコンプライアンスを
徹底する。 

 

◆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。 

H28 課題 

・近年、受験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。 

・市立学校園と連携した取組や、地域活動への参画を進める必要がある。 

・国の高等学校教育改革及び大学入試改革を踏まえた学習指導を充実させる必要がある。 

H29 取組内容 

・授業や学校行事の様子をホームページで積極的に公開するとともに、中学校への広報活動

を充実させた。 

・仁徳天皇陵古墳周辺の清掃活動や、世界文化遺産推進室と連携し、大仙公園いこいの広場

に新設されたおもてなしトイレの休憩コーナーに、生徒が制作したベンチや額縁、生け花、

生け花の器と台を設置するなど、地域に貢献するとともに堺高校の活動を PR した。 

・生徒が自ら設定した課題を研究し、その成果をパワーポイントで発表するプロジェクト型

学習のほか、グループワーク、ディスカッション、論文作成などを通して言語活動の充実

に努めた。 

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 97％と 87％と高い。 

・「堺高校では高度な知識や技能・技術が習得できる」と答えた生徒は 80％だったが、「堺高

校を選んでよかった」と答えた生徒の割合は 65％にとどまっている。 

・受験者数が減少傾向にある。 

今後の方向性 

・生徒・保護者の信頼の再構築に向けて、高等学校の教職員の人権意識の高揚及びコンプラ

イアンスを徹底する。 

・より一層の積極的な広報活動に加えて、学習指導や行事を充実させ、魅力ある高校づくり

を推進する。 

・大学入試改革に対応した思考力・判断力・表現力などの資質・能力を育成する観点から、

「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」の実現に向け、グループワーク、

ディスカッションなどの言語活動をより一層充実させる。 
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 ■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、支援学校のセンター的機能の充実等に取り組む。 

 
 ◆取組内容 
  ・必要に応じて学校に合理的配慮協力員を配置し、支援学級付介助員を拡充して配置した。 
  ・通級指導教室担当者研修を実施するとともに、中学校において他校通級を実施するための準備を行っ

た。 
  ・支援学校に、特別支援教育コーディネーターを専任配置し、校内体制及びセンター的機能の充実を 

図った。 
 
 ◆成果と課題 
  ・支援学級在籍児童生徒の増加や障害の重度・重複化等に対応する必要がある。 
  ・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や、通級指導

教室担当教員の専門性向上に取り組む必要がある。 
  ・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が目標値を上回ったが、小学校に比

べ中学校への支援回数が少ない。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・支援学級付介助員、看護師、合理的配慮協力員の活用、行事参加用車両借上げ等、支援体制の充実を

図る。 
  ・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。 
  ・2中学校において他校通級を開始する。 
  ・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。 

H28 課題 

・支援学級担任研修の参加促進を図り、研修内容を充実する必要がある。 

・学校における就学相談や障害者差別解消法の合理的配慮に伴う環境整備を充実する必要が

ある。 

H29 取組内容 

・支援学級担任研修を実施した。 

・必要に応じて学校に合理的配慮協力員を配置し、支援学級付介助員を拡充して配置した。 

・支援学級担任だけでなく、全教員を対象とした特別支援教育研修の新たな試みとして、支

援学校のセンター的機能を活用した公開研修会を夏季休業中に実施した。 

・支援学級運営の参考となる「支援学級ハンドブック」を作成した。 

成果と課題 

・支援学級担任研修の参加率は 91%であった。 

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

・研修形態を含め研修内容の充実を図る必要があり、支援の専門性や指導力を向上させる必

要がある。 

・支援学級在籍児童生徒の増加や障害の重度・重複化等に対応する必要がある。 

今後の方向性 

・支援が必要な子どもへの指導充実のため、個別の教育支援計画や個別の指導計画の適切な

作成や計画に基づいた指導支援等について、研修内容の充実を図る。 

・支援学級付介助員、看護師、合理的配慮協力員の活用、行事参加用車両借上げ等、支援体

制の充実を図る。 
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（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誰もが相談しやすい集団づくり、学習環境の整備に取り組む。 

H28 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

向けて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の取組を継続するとともに、中学校における通級指導

を充実する必要がある。 

H29 取組内容 

・全教員を対象に、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等

の内容で研修を実施し、337 人が参加した。 

・発達障害理解研究校 7 校で公開授業を実施した。 

・通級指導教室担当者研修を実施した。 

・中学校において他校通級を実施するための準備を行った。 

成果と課題 

・授業のユニバーサルデザイン化に取り組む学校の割合が 100％であった。 

・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

向け、引き続き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。 

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対象研修等を継続して実施する。 

・2 中学校において他校通級を開始する。 

 
 
 

（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。 

H28 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が目標（100％）に届かな

かった。 

H29 取組内容 

・支援学校に、特別支援教育コーディネーターを専任配置し、校内体制及びセンター的機能

の充実を図った。 

・地域の学校園への支援を積極的に行った。 

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が目標値を上回った。 

・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。 

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の充実に取り組む。 

・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 

・各校で堺の地域資源を活用したキャリア・環境・防災教育との関連を図った探求的な子ども堺学を進
め、児童生徒の「総合的な学力」の育成に取り組んだ。 

・子ども堺学推進校 2校において、小学校 1校は地域と連携した習得・活用・探究の学習について市内
の教員を対象に研究発表会を実施し、中学校１校は地域の教育資源を活用した学習について全国で実
践発表を行い、それぞれ成果を発信した。 

 
 ◆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（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は、平成 26年度比較で小学校 6年生では 1.1ポイント、中学
校 3年生では 5.9 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。 

・子ども堺学サポーターのさらなる人材確保に取り組む必要がある。 
   
 ◆今後の方向性 

・堺・アートクルーズや NPO法人堺観光ボランティア協会との連携を図る。 
・子ども堺学推進校で年間 10単位時間程度の「さかいの時間」を導入し、中学校区で連携した取組を

実施する。 
 

◆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。 

H28 課題 
堺の地域資源を活用したキャリア・環境・防災教育との関連を図った子ども堺学の取組を推

進する必要がある。 

H29 取組内容 

・各校で総合的な学習の時間の全体計画の中に「子ども堺学との関連」について記載し、堺

の地域資源を活用したキャリア・環境・防災教育との関連を図った探求的な子ども堺学の

取組を推進した。 

・シティプロモーション担当と連携して、中学校美術部が村松亮太郎氏とコラボレーション

して「地域で大切にしたい文化」をテーマにした絵画作品を制作した。 

・堺の歴史等について出前授業を行う子ども堺学サポーターと茶の湯体験指導者を統合し、

学校の状況に応じて地域の人材を活用できるように調整した。 

・子ども堺学推進校 2 校において、小学校 1 校は地域と連携した習得・活用・探究の学習について市

内の教員を対象に研究発表会を実施し、中学校１校は地域の教育資源を活用した学習につい

て全国で実践発表を行い、それぞれ成果を発信した。 

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（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は、平成 26 年度比較で小学校 6 年生では 1.1 ポイント、中学校

3 年生では 5.9 ポイント増加している。 

・子ども堺学サポーターのさらなる人材確保に取り組む必要がある。 

今後の方向性 

・堺・アートクルーズ等と連携し、市内に点在する身近な美術作品と生活との繋がりを学ぶ

ことで地域愛をはぐくむ取組を推進する。 

・子ども堺学推進校で年間 10 単位時間程度の「さかいの時間」を導入し、中学校区で連携

した取組を実施する。 

・NPO 法人堺観光ボランティア協会との連携を図る。 
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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するとともに、「人
権教育教材集・資料」の各教材と人権課題との関連を明確にし、人権教育主担当者や管理職への周
知を図った。 

・小学校の「特別の教科 道徳」全面実施の準備として、小学校道徳副読本「未来をひらく」（改訂版）
を作成した。 

・学校司書や学校図書館職員の配置や学校図書館サポーターの活用により、各学校で朝の読書活動を
推進した。 

・茶の湯体験指導者の活用や利晶の杜と連携し、茶の湯体験を実施した。 
 
 ◆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上がった。 
・「特別の教科 道徳」の全面実施に向け、「考え、議論する」道徳科の授業改善、評価についての理解

を深める必要がある。 
・朝の読書活動や茶の湯体験は全校実施できておらず、各校の取組状況に応じて個別に対応する必要が

ある。 
 

 ◆今後の方向性 
・「人権教育教材集・資料」「堺版人権教育教材集・資料集」の積極的な活用を中学校に継続して働きか

けるとともに、保護者向けの人権研修会の内容を充実させ、人権意識の向上を図る。 
・小中学校において、「考え、議論する」道徳授業を実践するための授業改善、評価についての理解を
深めるため、道徳教育推進教師等対象の研修を充実させる。 

・中学校道徳副読本「未来をひらく」（改訂版）を作成する。 
・朝の読書活動や茶の湯体験の未実施校に対し、事業説明会や研修等の機会を通じて堺・スタンダード

の趣旨や実施方法について情報提供する等の働きかけを行うとともに、茶の湯体験では、さかい利晶
の杜や伸庵の活用を推進する。 

 
◆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。 

H28 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低い。 

・人権教育連続講座への参加状況が学校園によって偏りがある。 

H29 取組内容 

・学校園へのヒアリング時や人権教育主担当者対象の研修で「人権教育教材集・資料」「堺版

人権教育教材集・資料集」の積極的な活用を指導するとともに、「人権教育教材集・資料」

の各教材と人権課題との関連を明確にし、人権教育主担当者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踏まえ、人権研修会や人権教育連続講座を保護者等のニーズ

に応える内容で実施した。 

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上がった。 

・人権教育連続講座の参加者が増えた中、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」と答えた人の割合が、ほぼ同じ割合で推移した。 

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、教員の人権研修の受講状況、校内人権研修の

実施状況を確認し、受講や実施を促す。 

・「人権教育教材集・資料」「堺版人権教育教材集・資料集」の積極的な活用を中学校に継

続して働きかける。 

・保護者向けの人権研修会の内容を充実させ、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の時間を関連付けた道徳教育を推進する。 

H28 課題 

・教員の指導力を向上させる必要がある。 

・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。 

・小学校の「特別の教科 道徳」の全面実施への準備が必要である。 

H29 取組内容 

・道徳教育推進教師を対象に研修を実施した。 

・豊かな心の育成事業指定中学校区で道徳の時間の授業参観や、子ども、保護者、地域住民

が参加する地域清掃等を実施した。 

・小学校道徳副読本「未来をひらく」（改訂版）を作成し、配布した。 

・全小中学校で道徳についての授業参観を実施した。 

成果と課題 

・「学校のきまりを守っている」と答えた児童生徒の割合は、小学校では 1.3 ポイント、中学

校では 1.8 ポイント増加した。 

・中学校の「特別の教科 道徳」への準備が必要である。 

・「特別の教科 道徳」の全面実施に向け、「考え、議論する」道徳科の授業改善、評価につ

いての理解を深める必要がある。 

今後の方向性 

・中学校道徳副読本「未来をひらく」（改訂版）を作成する。 

・小中学校において、「考え、議論する」道徳授業を実践するための授業改善、評価について

の理解を深めるため、道徳教育推進教師等対象の研修を充実させる。 

・全小中学校で「特別の教科 道徳」の授業参観を実施する。 

（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」「朝の読書活動」「茶の湯体験」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。 

H28 課題 
・朝の読書活動を実施していない学校がある。 

・茶の湯体験を実施していない中学校がある。 

H29 取組内容 

・学校司書や学校図書館職員等を配置し、学校図書館の機能を充実し、読書活動を推進した。 

・学校図書館サポーターを活用し、各学校で朝の読書活動を推進した。 

・茶の湯体験指導者の活用や利晶の杜と連携し、茶の湯体験を実施した。 

成果と課題 

・あいさつ運動を全校で実施することができた。 

・子ども堺学の中に茶の湯体験を位置付け、サポーターの活用回数を配当することで関連性

を整理した。 

・朝の読書活動や茶の湯体験は全校実施できておらず、各校の取組状況に応じて個別に対応

する必要がある。 

今後の方向性 

・未実施校に対し、事業説明会や研修等の機会を通じて堺・スタンダードの趣旨や実施方法

について情報提供する等の働きかけを行う。 

・子ども堺学・教科学習と関連付け、学校行事や地域交流にいかすなど堺の特色ある取組と

位置付けて、堺・スタンダードの取組を推進する。 

・茶の湯体験において、さかい利晶の杜や伸庵の活用を推進する。 
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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 
  ・生徒指導主事を全中学校及び 11 小学校に専任配置し、小中一貫した生徒指導体制についての研修を

実施した。 
  ・スクールソーシャルワーカー（以下「SSW」という。）の活動回数を拡充し、区との連携を強化すると

ともに、SSW活用マニュアルを作成した。 
  ・性暴力被害の予防と対応に向けた教職員研修を実施した。 

・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 
  ・いじめ認知件数は、小中学校で増加しており、いじめに組織的に対応できる生徒指導体制のさらなる

充実が必要である。 
  ・性に関する様々な課題への予防と対応が必要である。 
  ・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 
  ・いじめ・暴力防止（CAP）プログラムを拡充して実施する。 
  ・小学校へのスクールカウンセラーの配置及び生徒指導主事の専任配置を拡充する。 
  ・SSW活用マニュアルを周知し、SSWの活用を促進する。 
  ・性に関する様々な課題への予防と対応に向けた教職員研修を引き続き実施する。 
  ・学校における教育相談の視点をいかした対応力の向上を図るために、児童生徒理解や基礎的な面接技

能等に関する教職員研修の再構築を進めるとともに研修の精査を図る。 
 
◆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。 

H28 課題 

・中学校における SSW 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。 

H29 取組内容 

・生徒指導主事を全中学校及び 11 小学校に専任配置し、小中一貫した生徒指導体制につい

ての研修を実施した。 

・国の基本方針改定を受け、堺市いじめ防止基本方針を改定し、各中学校へ周知した。 

・SSW の活動回数を拡充し、区との連携を強化した。 

・SSW 活用マニュアルを作成した。 

・性暴力被害の予防と対応に向けた教職員研修を実施した。 

成果と課題 

・小中学校におけるいじめの認知件数が増加している。 

・小学校におけるスクールカウンセラー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。 

今後の方向性 

・小学校へのスクールカウンセラーの配置を拡充する。 

・全中学校及び 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

する。 

・いじめ・暴力防止（CAP）プログラムを拡充して実施する。 

・SSW 活用マニュアルを周知し、SSW の活用を促進するとともに、生活実態に課題のある子

どもに対して、教職員、専門家、区役所、地域人材などが、子どもの置かれた環境や家庭

などに働きかける取組や連携のあり方について検討する。 

・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する。 

・いじめ対応チェックシートを改定する。 
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（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。 

H28 課題 
・子どもや保護者に対し、教育相談を行う教職員の対応力を向上させる必要がある。 

・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。 

H29 取組内容 

・教育相談に関する教職員研修の再構築を進めていくため、現在の教育課題に対応できるよ

う、研修内容を充実して実施した。 

・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、専門事例研修会の講師に、心

理職だけでなく、他の専門職、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。（H28:778 人→H29:1,013 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）90％以上の水準(H27:93%→H28:94%→H29:94%)を保つことができた。 

今後の方向性 

・学校における教育相談の視点をいかした対応力の向上を図るために、児童生徒理解や基礎

的な面接技能等に関する教職員研修の再構築を進める。また、働き方改革に鑑み、研修本

数の削減を図りつつ、学校の抱える喫緊の課題に焦点化し、研修の精査を図る。 

・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 
  ・小中学校の体育の交流授業を行うなど、中学校区で体育の指導を共有し、小中一貫して体力向上の取

組を推進した。 
  ・栄養教諭を配置している 3中学校において、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。 
  ・部活動顧問教員を対象に、望ましい部活動指導の在り方研修等を実施した。 
  ・ノークラブデーの設定を示した通知を行うとともに、ノークラブデーを推進するための教員対象の研

修会を開催した。 
 
 ◆成果と課題 
  ・体力テストの体力合計点が中学校 2年生女子で 0.2ポイント増加したが、運動する生徒としない生徒

が二極化している。 
  ・中学校での食育を拡充する必要がある。 
  ・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 
  ・中学校保健体育科教員と小学校教員の間で、発達段階に応じた指導について共通理解を図る。 
  ・中学校の栄養教諭配置校を食育推進モデル校として、食育の取組を推進するとともに、各学校園にお

いて市長事務部局と連携した食育の充実を図る。 
  ・教員に替わって部活動を指導する部活動指導員を 12人配置し、モデル校として効果検証を行う。 
 
 ◆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。 

H28 課題 
・小中学校の体育の授業改善を図る必要がある。 

・体力向上研究校で調査研究した取組を全校に広げる必要がある。 

H29 取組内容 

・小中学校の教員を対象に、体育の指導力を向上させるための研修を実施した。 

・小学校で、大縄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。 

・小中学校の体育の交流授業を行うなど、中学校区で体育の指導を共有し、小中一貫して 

体力向上の取組を推進した。 

・体力向上研究校での家庭や地域と連携した体力向上の取組事例を紹介し、各校で実施を促

進した。 

成果と課題 
体力テストの体力合計点が中学校 2 年生女子で 0.2 ポイント増加したが、運動する生徒とし

ない生徒が二極化している。 

今後の方向性 

・新学習指導要領の改訂を踏まえ、小学校体育指導の手引を改訂する。 

・中学校保健体育科教員と小学校教員が体力の現状等を共有し、相互に体育の授業を見学・

交流する等、発達段階に応じた指導について共通理解を図る。 

・体力向上サポーターの活用を拡充する。 
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（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。 

H28 課題 
・中学校における食育に取り組む必要がある。 

・保護者に対して効果的な情報を発信する必要がある。 

H29 取組内容 

・栄養教諭を配置している 3 中学校において、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学校 10 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、児童の食への関心を高めることができた。 

・中学校における食育を拡充する必要がある。 

今後の方向性 

・中学校において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、各学校園における食育の充実を図る。 

・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。 

 
 
 
（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。 

H28 課題 部活動を指導する教員を育成するとともに、教員の負担を軽減する必要がある。 

H29 取組内容 

・部活動顧問教員を対象に、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。 

・ノークラブデーの設定を示した通知を行うとともに、ノークラブデーを推進するための教

員対象の研修会を開催した。 

成果と課題 
・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。 

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。 

・ノークラブデーの定着に向け、学校への働きかけなどの取組を進める。 

・教員に替わって部活動を指導する部活動指導員を 12 人配置し、モデル校として効果検証

を行う。 

・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、学校に配当する。 

 
 
 



- 29 - 
 

【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 
  ・堺市教員人材育成基本方針及び堺市教員育成指標を策定した。 
  ・教頭の複数体制を継続するとともに、教頭補佐の役割を重視した主幹教諭の選考を行った。 
  ・堺市教職員「働き方改革」プラン SMILEを策定した。 
  ・校内体制の構築、学校協議会の充実、地域人材の学校運営への参画等、堺版コミュニティ・スクール

のモデルとなる事例を学校に情報提供し、各学校で地域人材との連携を視野に入れた社会に開かれた
教育課程を編成・実施するよう支援した。 

 
 ◆成果と課題 
  ・教頭の複数体制をとっている小学校の生徒指導体制が充実し、学校全体の平均時間外勤務時間が減少

した。 
  ・管理職の継続的な確保や教職員の働き方改革の推進が必要である。 
  ・地域協働担当教員及びコーディネーターの地域学校協働活動への理解を深めるため、研修を充実させ

る必要がある。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・堺市教員人材育成基本方針や堺市教員育成指標等を活用し、教育センターと連携した管理職候補者の

育成に取り組む。また、堺市教員育成指標の向上期（4～10 年目）に当たる教員に対し、他世代の教
員と交流する場をつくるなど、広い視野を持つことができるような研修のあり方を検討する。 

  ・新任教頭への訪問指導など、教頭への業務支援に係る取組を充実させる。 
  ・定時退勤日を設定し、学校閉庁日を実施するとともに、文書事務の削減に取り組む。 
  ・各校区の課題に応じた特色ある堺版コミュニティ・スクールの取組を推進できるよう、地域協働担当

教員及びコーディネーター対象の研修・情報交換を充実させる。 
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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 

H28 課題 

・管理職を継続的に確保するとともに、教員年齢構成の偏りを踏まえた優秀な人材育成に向

けた体系的な考え方を提示する必要がある。 

・メンタル不調による病気休職者を減少させるための取組等について検討する必要がある。 

H29 取組内容 

・堺市教員人材育成基本方針及び堺市教員育成指標を策定した。 

・堺高等学校の学校マネジメント力をさらに向上させるため、公募による任期付校長の登用

に向けた取組を行った。 

・教頭の複数体制を継続するとともに、職務において教頭補佐の役割を重視した主幹教諭（首

席から職名変更）の選考を行った。 

・衛生委員や、学校産業医及び健康指導医向けに、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。 

・堺市教職員「働き方改革」プラン SMILE を策定した。 

成果と課題 

・教頭選考受験者が昨年比 2 倍近く増加した。 

・教頭の複数体制については、当該小学校において生徒指導体制に充実がみられ、管理職の

みならず、学校全体の平均時間外勤務時間が減少した。 

・管理職の継続的な確保が必要である。 

・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。 

今後の方向性 

・引き続き新たな管理職候補者を発掘・育成するとともに、再任用管理職を確保する。 

・堺市教員人材育成基本方針や堺市教員育成指標等を活用し、教育センターと連携し、管理

職候補者の育成に取り組む。 

・堺市教員育成指標の向上期（4～10年目）に当たる教員に対し、他世代の教員と交流する

場をつくるなど、広い視野を持つことができるような研修のあり方を検討する。 

・堺高等学校の学校マネジメント力向上に向け、公募により任用した校長の力を最大限発揮

できるようサポートする。 

・新任教頭への訪問指導など、教頭への業務支援に係る取組を充実させる。 

・ストレスチェックの集団分析を最大限活用し、職場環境の改善にいかす。 

・定時退勤日を設定し、学校閉庁日を実施する。 

・文書事務の削減に取り組む。 
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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。 

H28 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。 

・学校が取組を進めるに当たって、教育委員会事務局から支援する必要がある。 

H29 取組内容 

・校長の学校経営方針を共有し、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

する「学校協議会」を全小中学校に設置した。 

・学校の校務分掌に、学校協議会の運営に当たっての連絡・調整を行う地域協働担当教員を

位置付け、コーディネーターとの連携を図った。 

・管理職、地域協働担当教員、保護者、地域住民を対象に連絡協議会、研修会を引き続き実

施した。 

・校内体制の構築、学校協議会の充実、地域人材の学校運営への参画等、モデルとなる事例

を学校に情報提供し、各学校で地域人材との連携を視野に入れた社会に開かれた教育課程

を編成・実施するよう支援した。 

成果と課題 

・「PTA 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

合が小中学校とも増加している。 

・研修会での報告校の取組発表などにより、堺版コミュニティ・スクールの方向性について

一定の理解を得ることができた。 

・地域協働担当教員及びコーディネーターの地域学校協働活動への理解を深めるため、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、地域協働担当教員及びコーディネー

ター対象の研修・情報交換を充実させる。 
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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（リーフレット）」を作成した。 
  ・教育委員会事務局に学校情報セキュリティ担当参事を新設するとともに、堺市立学校園における個 

人情報及び電子データの取扱要領を改訂し、教職員向けの研修を実施した。 
  ・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、生徒指導、部活動指

導、ICT 活用等、様々な分野で教員の資質を向上させるための研修を実施した。 
  ・必要とする人材を確保するため、教員採用選考試験の制度を見直した。 
  ・大阪府からの権限移譲を受け、各学校園の課題に沿った堺市独自の人事配置を行った。 
 
 ◆成果と課題 
  ・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校算数Ａ（知識）Ｂ（活用）ともに市平均正答率は全国平

均を上回った。小学校国語Ａ（知識）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
は小さくなってきている。中学校の国語と数学については、全ての教科区分で改善が見られたが、依
然全国平均を下回り、特に国語Ｂ（活用）で全国との差がある。 

  ・面接試験を複数回行う試験制度としたことにより、人物重視の選考を行うことができた。 
  ・堺市独自の少人数教育等を導入した人事配置の検証が必要である。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・中学校における授業改善に向け、国語・数学について、教科会充実重点校（中学校 2 校）を指定し、

定期的な指導主事訪問を行い、授業改善を推進する。その他の基本施策においても様々な教科や分野
について教員研修を実施し、教員の育成を図る。 

  ・個人情報の適切な取扱いについて、初任者や新規講師、中堅教諭への悉皆研修に位置付けるなど、継
続的に研修を実施し、ルールの周知徹底及び意識の向上を図る。 

  ・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。 

  ・堺市教員人材育成基本方針等を踏まえ、人材育成の視点を重視した人事配置を行うとともに、堺市独
自の人事配置について、効果検証を行い、今後の施策に反映する。 
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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。 

H28 課題 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校国語、中学校は全ての区分で全国平均を下回り、

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事故防止の取組の強化が必要である。 

・校園内研修を担当する研修主任の能力向上が必要である。 

H29 取組内容 

・校園内研修を担当する研修主任を対象とした研修を充実させた。 

・特に中学校の授業改善に向け、中学校教科別研修において、テスト研究・授業デザイン研

究を通して、目標に準拠した評価、「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業づくりに

ついて研修を充実させた。 

・「堺版校園内研修ガイドブック」及び「堺版教師の学び合いスタンダード（リーフレット）」

を作成した。 

・教育委員会事務局に学校情報セキュリティ担当参事を新設した。 

・堺市立学校園における個人情報及び電子データの取扱要領を改訂し、教職員向けの研修を

実施した。 

成果と課題 

・校園内研修を担当する研修主任を対象とした研修の充実を図った成果として、本研修のア

ンケート調査（年間 3 回実施の 3 回目）において、約 89％の受講者が組織的な校園内研修

に取り組んでいると回答している。 

・「全国学力・学習状況調査」の結果、小学校算数Ａ（知識）Ｂ（活用）ともに市平均正答率

は全国平均を上回った。小学校国語Ａ（知識）Ｂ（活用）については昨年度に比べ改善さ

れ、全国平均との差は小さくなってきている。中学校の国語と数学については、全ての教

科区分で改善が見られたが、依然全国平均を下回り、特に国語Ｂ（活用）で全国との差が

ある。 

今後の方向性 

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

ーフレット）」を確実に活用できるように、校園内研修で訪問した指導主事が必ず活用し、

周知する。また、教育センター主催研修の研修主任研修や校園長研修等において周知を行

う。 

・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）を引き続き行うととも

に、国語・数学について、教科会充実重点校（中学校 2 校）を指定し、定期的な指導主事

訪問を行い、授業改善を推進する。 

・教育先進地域への調査研究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し、

専門職としての「学び続ける教職員」の育成を行う。 

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

るなど、継続的に研修を実施し、ルールの周知徹底及び意識の向上を図る。 

・堺市教員育成指標を踏まえ、計画的に研修を実施し、教員の資質・能力のさらなる向上を

図る。 
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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。 

H28 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。 

・試験制度の見直しが必要である。 

・教職員定数配分方針に沿った人事配置を行う。 

H29 取組内容 

・これまでは、全ての試験を終了した後、合否判定を行っていたが、一次試験・二次試験制

へ移行し、それぞれで面接試験を行った。 

・「特別選考（数・理・技）」を新設し、社会人経験者等を対象とした選考区分を新設した。 

・高等学校教諭の募集を実施し、新規採用を行った。 

・大阪府からの権限移譲を受け、堺市独自の施策として、各学校園の課題に沿った人事配置

を行った。 

成果と課題 

・平成 29 年度は、前年度を上回る受験率が確保でき、合格者の中での辞退者が減少した。 

H30 年度採用試験（H29 年度実施）志願者 1,227 人、受験者 995 人、合格者 181 人 

→5.5 倍（H29 年度採用試験：5.1 倍） 

大学訪問受験説明会（H28 秋～冬 518 人・H29 春 647 人参加） 

一般受験説明会（584 人参加） 

・面接試験を複数回行うことで、より人物重視の試験を実施することができた。 

・高等学校への新規採用者の配置により、人事の活性化を進めた。 

・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。 

・人事配置においては堺市独自の少人数教育等を導入し、課題の解決を図ってきたが、今後

その検証作業が必要となる。 

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。  

・年齢構成や経験を踏まえ、人材育成の視点を重視した人事配置を行う。 

・堺市独自の人事配置について、効果検証を行い、今後の施策に反映する。 
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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 
  ・「親育ち支援ガイド」を作成し、保護者に対し親育ちに関する情報提供や啓発を行った。 
  ・SSWの区への派遣を実施した。 
  ・待機児童発生の将来予測に基づき、必要な活動場所を確保するとともに、全ての放課後児童対策事業

において開設日を拡充した。 
  ・広く市民のニーズや要望等を把握するために、中央図書館基本構想基礎調査を実施した。 
 
 ◆成果と課題 
  ・区でのスクールロイヤー研修等を実施し、学校と区役所の連携に努めた。 
  ・平成 29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。 
  ・利用者自身の課題解決を行うために必要な資料・情報の充実に向け、蔵書計画の策定を進める必要が

ある。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・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。 
  ・学校の負担軽減に資する区教育・健全育成の取組の推進や相談窓口の活用促進等について検討する。 
  ・就労支援事業である、のびのびルーム等の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基礎調査の結果を踏まえ、蔵書計画の策定と合わせて基本構想（図書館サービス

機能）を取りまとめる。 
 
 ◆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。 

H28 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。 

・関係部局と連携した親育ち支援講座プログラムの開発及び講座の実施が必要である。 

H29 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。 

・「親育ち支援ガイド」を作成し、保護者に対し親育ちに関する情報提供や啓発を行った。 

・学校教育部と連携し、スクールカウンセラーによる「アンガーマネジメント」を親育ち支

援講座に新規追加し、講座プログラムの充実を図るとともに、全ての講座で生活習慣に係

るリーフレットを配布し啓発を行った。 

成果と課題 

・実態調査等で、小学校 93 校中 90 校において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。 

・「親育ち支援ガイド」等を活用することで、時間・場所にとらわれない情報提供ができた。 

・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％か

ら得た。 

・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。 

今後の方向性 

・保護者のニーズを踏まえつつ、親育ち支援講座を引き続き行う。 

・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、引き続き親育ち支援講座の活用

等の働きかけを行う。 

・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。 

・保護者に対し、「親育ち支援ガイド」による情報提供や啓発を引き続き行う。 
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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踏まえ、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。 

H28 課題 
・進捗管理に当たり、複数の関係課との情報共有等を効果的に行う必要がある。 

・学校の負担軽減に資する取組の推進、相談窓口の活用促進が必要である。 

H29 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（4 回）、担当課長会議（2 回）、理事会議（3 回）、市長との意見交換会

（3 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】 

・各区の事業や取組の推進、各区の提言を踏まえた局内予算の確保に向けて局内調整を行っ

た。 

・SSW の区への派遣を実施した。 

・区教育・健全育成窓口担当者への研修を実施した。 

成果と課題 

・局内において、子どもたちの読書推進や学校支援等に関して、提言書を踏まえた予算を確

保することができた。 

・区でのスクールロイヤー研修（生徒指導課）等を実施し、学校と区役所の連携に努めた。 

・学校の負担軽減に資する取組の推進、窓口の活用促進が引き続き課題である。 

今後の方向性 
・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。 

（12）－③ 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。 

H28 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。 

・学校が取組を進めるに当たって、教育委員会事務局から支援する必要がある。 

H29 取組内容 

・校長の学校経営方針を共有し、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

する「学校協議会」を全小中学校に設置した。 

・学校の校務分掌に、学校協議会の運営に当たっての連絡・調整を行う地域協働担当教員を

位置付け、コーディネーターとの連携を図った。 

・管理職、地域協働担当教員、保護者、地域住民を対象に連絡協議会、研修会を引き続き実

施した。 

・校内体制の構築、学校協議会の充実、地域人材の学校運営への参画等、モデルとなる事例

を学校に情報提供し、各学校で地域人材との連携を視野に入れた社会に開かれた教育課程

を編成・実施するよう支援した。 

成果と課題 

・「PTA 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

合が小中学校とも改善している。 

・研修会での報告校の取組発表などにより、堺版コミュニティ・スクールの方向性について

一定の理解を得ることができた。 

・地域協働担当教員及びコーディネーターの地域学校協働活動への理解を深めるため、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、地域協働担当教員及びコーディネー

ター対象の研修・情報交換を充実させる。 
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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して、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、放課後ルームなど放課後等の健全

育成事業を、学校との連携を図りながら実施する。 

H28 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。 

・市民ニーズの高い開設日の拡充に向けて取り組む必要がある。 

・委託事業者による履行状況を確認する必要がある。 

H29 取組内容 

・将来予測に基づき、必要な活動場所を確保した。 

・全事業において開設日を拡充した（平成 28 年度までの休室日のうち、8/12～8/16 を廃止、

12/28～1/5 を 12/29～1/3 に短縮）。 

・巡回強化による履行状況確認及び委託事業者が変更となったルームを対象とした保護者ア

ンケート（H29.7、H30.1）を実施した。 

成果と課題 

・平成 29 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。 

・巡回強化及び保護者アンケートの結果により、ルームごとの運営状況を把握することがで

き、委託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。 

・現運営体制等を検証し、事業再編を推進する必要がある。 

今後の方向性 

・将来予測を踏まえた校舎内専用区画の確保及び共用教室の活用を進める。 

・就労支援事業である、のびのびルーム等の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。 
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（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。 

H28 課題 

・課題解決を行うために必要な資料・情報の充実に向けて、蔵書計画の策定が必要である。 

・各区図書館で子ども読書活動推進リーダーを養成する取組を展開する。 

・答申を踏まえ、10 年後を見据えてソフト事業を中心に基本構想（図書館サービス機能）を

検討する。 

H29 取組内容 

・蔵書計画の策定に向け、市内各図書館の抱える課題を洗い出し、プロジェクト・チームを

設置して、課題整理及び策定スケジュールの作成を行った。 

・各区図書館で子ども読書活動推進リーダー養成の講座を実施した。 

・「堺市子ども読書活動推進計画」改定素案の作成に向けて、庁内で議論を行うとともに、日

頃から図書館で子どもの読書活動に関わっているボランティア団体等からもヒアリングを

行った。 

・図書館来館者だけではなく、現在、図書館を利用されていない方も含めて、広く市民のニ

ーズや要望等を把握するために、中央図書館基本構想基礎調査を実施した。 

・図書館ホームページのリニューアルや図書館情報システムの機能強化を受けて、市民を対

象とした蔵書検索の実習講座を行った。 

成果と課題 

・年間個人貸出点数はほぼ横ばいであり、今後の利用促進のため、図書館利用の利便性を向

上していくことが課題である。 

・窓口での年間レファレンス件数は昨年度と比較して 80％程度にとどまっているが、図書館

情報システムの検索機能強化により、昨年度と比べてホームページからの予約件数が約 7

万 5 千件増加した。 

・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、蔵書計画の策定を進める必要

がある。 

今後の方向性 

・「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踏まえ、蔵書計画の策定と合わせて基本構想（図書

館サービス機能）を取りまとめる。 

・子どもの読書習慣の形成に向けて学校や区役所と連携を深める。 

・レファレンスサービスの利用内容や利用方法について、広く市民に対し、より一層の周知

を図る。 
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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、学校教育の 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 
  ・中学校給食の予約方法についての簡易版のパンフレットを作成した。 
  ・中学校パイロット校 3校へタブレット端末及び大型デジタルテレビを新規整備し、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」を導入し、分かりやすい授業を実践するとともに
効果を検証し、総括を行った。 

  ・老朽化対策先導事業の選定校で長寿命化改修工事を行った。 
  ・原山台・原山台東小学校再編整備懇談会を開催し、新校開校に向けた検討を進め、平成 30年 4月に

原山ひかり小学校を開校した。 
 
 ◆成果と課題 
  ・中学校給食のアンケート結果から、予約や入金についての煩わしさを指摘する声が多くあった。 
  ・中学校パイロット校 3校においても、小学校と同様に教員が指導用としてタブレット端末を活用 

する授業の実施により、子どもの集中力向上や学習内容の理解等に効果が見られた。 
  ・学校施設について、総合整備計画の策定が完了していない。 
 
 ◆今後の方向性 
  ・中学校給食の予約方法について、利便性の向上につなげるため、給食予約システムを改修する。 
  ・中学校でタブレット端末及び大型デジタルテレビを整備し、教員が指導にタブレット端末を活用 

する「堺スタイル」の授業に取り組む。 
  ・施設の長寿命化に伴う基礎調査の結果も踏まえ、堺市公共施設総合管理計画の要素を含んだ総合 

整備計画の策定を完了する。 
  ・平成 32年度の原山ひかり小学校移転に向けた再編整備懇談会の開催及び施設整備を行う。 
 
 ◆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生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。 

H28 課題 

・給食予約システムを利用しての給食の申込みについて、利用登録をしているが利用してい

ない方が多くいることや、予約忘れ等の事象が発生していることから、改善策を講じる必

要がある。 

・保護者、学校への周知不足を改善する必要がある。 

H29 取組内容 

・本格実施後の検証及び課題の抽出を行うため、複数校を抽出しアンケート調査を実施した。 

・栄養教諭、調理業者と合同で中学生の嗜好に合った調理方法を研究した。 

・予約方法についての簡易版のパンフレットを作成した。 

・中学校入学説明会に参加し、新１年生の保護者に中学校給食についての説明を実施した。 

・新 1 年生保護者を対象とした試食会を実施した。 

成果と課題 

・アンケート結果から、予約や入金についての煩わしさを指摘する声が多くあった。 

・喫食率は 8％程度の推移ではあるが、入学説明会の参加や保護者向けの試食会は好評であ

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 

・給食の予約方法等について、給食利用者へより一層の周知を図る。 

・給食の利用者及び学校現場職員等の意見も集約し、よりよい給食内容をめざす。 

・予約の方法について、利便性の向上につなげるため、給食予約システムを改修する。 
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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 ICT 化を推進する。 

H28 課題 
タブレット端末を活用した授業改善や学力向上に向けた取組を、中学校においても推進して

いくため、中学校への計画的なタブレット端末の整備に向けての準備を行う必要がある。 

H29 取組内容 

・中学校パイロット校 3 校へタブレット端末及び大型デジタルテレビを新規整備し、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」を導入し、分かりやすい授

業を実践するとともに効果を検証し、総括を行った。 

・中学校教員を対象にタブレット端末基本研修及びデジタル教科書研修を実施した。 

成果と課題 
中学校パイロット校 3 校においても、小学校と同様に教員が指導用としてタブレット端末を

活用する授業の実施により、子どもの集中力向上や学習内容の理解等に効果が見られた。 

今後の方向性 

・中学校でタブレット端末及び大型デジタルテレビを整備し、教員が指導にタブレット端末

を活用する「堺スタイル」の授業に取り組む。 

・教職員対象の ICT 活用研修を継続して実施する。 

・校務用端末、各種システム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。 

 
 
 
（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・設備上の課題に対応し、安全・安心で良好な学校環境の整備に取り組む。 

・学校規模の適正化に取り組む。 

H28 課題 
・施設の長寿命化に伴う基礎調査を継続して実施する必要がある。 

・総合整備計画の基本方針を策定する必要がある。 

H29 取組内容 

・老朽化対策先導事業の選定校で長寿命化改修工事を行った。 

・施設の長寿命化に伴う基礎調査を継続して実施した。 

・堺市公共施設等総合管理計画の要素を含んだ総合整備計画の基本方針の策定に向け、 

情報収集等に取り組んだ。 

・学校規模の適正化については、原山台・原山台東小学校再編整備懇談会を開催し、校歌・

校章の決定、通学路の整備などを円滑に進めるなど、新校開校に向けた検討を進め、平成

30 年 4 月に原山ひかり小学校を開校した。 

成果と課題 

・総合整備計画の基本方針の策定着手により「安全・安心・うるおいのある教育環境づくり」

をより効果的・効率的に実現するため、老朽化した学校施設の長寿命化等を行う準備が進

んでいる。 

・総合整備計画の策定が完了していない。 

今後の方向性 

・施設の長寿命化に伴う基礎調査の結果も踏まえ、堺市公共施設総合管理計画の要素を含ん

だ総合整備計画の策定を完了する。 

・平成 32 年度の原山ひかり小学校移転に向けた再編整備懇談会の開催及び施設整備を行う。 

・児童数・学級数の推移等を踏まえ、次期再編整備対象校を選定し、学校・保護者・地域住

民等の意見を十分に聴きながら事業を進める。 
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