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Ⅰ はじめに 

 

 近年、地方分権への取組みが進められる中、教育分野においても内容と制度の両面で地方

公共団体の責任と権限が拡大しており、教育行政の責任ある担い手として、中長期的な展望

に立って、地域のニーズに応じた教育行政を主体的に企画・実行していくことが、求められ

ています。 

 精華町教育委員会では、新しい教育委員会制度のもとで地方公共団体の長と教育委員会を

構成員とした総合教育会議を設置し、「精華町教育大綱」を制定したほか、地域教育の課題

やあるべき姿について意思疎通を図るとともに、教育施策について積極的に意見交換を行う

ことで、町長と教育委員会が連携して、教育行政の推進に努めているところです。 

 このように地方の教育行政においても、主体的で積極的な取組が求められている中で、令

和２年度からは小学校、令和３年度からは中学校において新学習指導要領が実施され、外国

語教育の充実、プログラミング教育の導入など、新たに盛り込まれた内容について、円滑な

実施が求められています。その一方で、教職員の勤務実態が全国的な問題となっており、学

校現場における働き方改革の取組を進めることは必要不可欠であり、本町においても関連す

る規則や方針の制定を進めるとともに、働き方改革の推進に必要な環境の整備を進めている

ところです。 

 また、人生１００年時代に突入しようとしている現代社会において、人生をより良い充実

したものとするためには、社会人になってからの生涯学習の必要性が問われてきています。 

本町の教育行政においては、教育大綱と併せて、上位計画に位置付けられている「精華町

第５次総合計画」に基づき、教育施策をはじめとした町のさまざまな施策に取り組んでいま

すが、上述のような教育を取り巻く状況の変化をしっかりと捉えた上で、目標や課題を設定

し、進行管理や点検・評価を行っていく必要があります。 

本町では、行政評価システムの施策マネジメントシートを活用して、進捗管理に取り組ん

でおり、これを基に、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成しました。また、報告書の作成にあたって

は、評価の客観性を確保するため、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

が求められていることから、本町と関わりの深い学校教育・生涯学習に経験豊富なお二人に

依頼し、点検及び評価についてご意見をいただいてきました。 

この報告書により、教育委員会の活動や施策について町民の皆様のご理解が深まることを

願うとともに、この点検及び評価を踏まえ、今後の更なる教育施策の充実に努めてまいりま

す。 
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Ⅱ 教育委員会の活動状況 

 

（１）会議の開催状況 

   教育委員会会議については、毎月１回「教育委員会定例会」を開催するとともに、臨

時教育委員会を１回開催し、令和元年度の合計では１３回の会議を開催しました。 

 また、町長と教育委員会が連携して、教育行政の推進を図っていくため、総合教育会

議を合計３回開催しました。 

 これらの会議議の内容をホームページや広報誌「華創」などに掲載し、住民の皆様に

お知らせしました。 

 

 （ア）教育委員会・・・１３回（定期１２回） 

  ○会議開催一覧 

番号 告示番号 件  名 開 催 日 

１ 第４号 第４回教育委員会 平成３１年 ４月２２日 

２ 第５号 第５回教育委員会 令和 元 年 ５月２９日 

３ 第６号 第６回教育委員会 令和 元 年 ６月２５日 

４ 第７号 第７回教育委員会 令和 元 年 ７月２９日 

５ 第８号 第８回教育委員会 令和 元 年 ８月２７日 

６ 第９号 第９回教育委員会 令和 元 年 ９月２４日 

７ 第１０号 第１０回教育委員会 令和 元 年１０月２８日 

８ 第１１号 第１１回教育委員会 令和 元 年１１月２８日 

９ 第１２号 第１２回教育委員会 令和 元 年１２月２３日 

１０ 第１号 第１回教育委員会 令和 ２ 年 １月３１日 

１１ 第２号 第１回臨時教育委員会 令和 ２ 年 ２月２８日 

１２ 第３号 第２回教育委員会 令和 ２ 年 ２月２８日 

１３ 第４号 第３回教育委員会 令和 ２ 年 ３月２７日 

 

（イ）総合教育会議・・・３回 

  ○会議開催一覧 

番号 件  名 開 催 日 

１ 第１回 総合教育会議 令和 元 年 ７月２３日 

２ 第２回 総合教育会議 令和 元 年１２月１９日 
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３ 第３回 総合教育会議 令和 ２ 年 ２月２８日 

 

 

（２）会議の審議状況 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２１条に定める職務について、同法第

２５条及び「精華町教育委員会基本規則」の規定に基づき、令和元年度合計で２２件審

議しました。 

 

○会議の審議状況一覧 

議案番号 件 名 議決日 

令和元年 

第７号 
精華町教育委員会基本規則一部改正について ４月２２日 

第８号 

令和元年度精華町議会定例会６月会議提出議案に係る

意見聴取について（平成３０年度精華町一般会計補正

予算（第７号）） 

５月２９日 

第９号 

令和元年度精華町議会定例会６月会議提出議案に係る

意見聴取について（令和元年度精華町一般会計補正予

算（第１号）） 

５月２９日 

第１０号 精華町立図書館運営規則一部改正について ５月２９日 

第１１号 
精華町立体育館・コミュニティーセンター管理運営規

則一部改正について 
６月２５日 

第１２号 精華町体育施設管理運営規則一部改正について ６月２５日 

第１３号 
精華町立学校施設の開放に関する規則一部改正につい

て 
６月２５日 

第１４号 
令和２年度以降に精華町立小学校において使用する教

科用図書の採択について 
８月２７日 

第１５号 
令和２年度に精華町立中学校において使用する教科用

図書の採択について 
８月２７日 

第１６号 

令和元年度精華町議会定例会１２月会議提出議案に係

る意見聴取について（令和元年度精華町一般会計補正

予算（第６号）） 

１１月２８日 

第１７号 
児童・生徒が就学する学校を指定する規則一部改正に

ついて 
１１月２８日 
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令和２年 

第１号 

令和２年度小・中学校校長及び教頭に係る人事異動の

内申について 
２月２８日 

第２号 
令和元年度精華町議会定例会３月会議提出議案に係る

意見聴取について（令和２年度精華町一般会計予算） 
２月２８日 

第３号 

令和元年度精華町議会定例会３月会議提出議案に係る

意見聴取について（令和元年度精華町一般会計補正予

算（第７号）） 

２月２８日 

第４号 精華町立小学校及び中学校の臨時休業について ２月２８日 

第５号 精華町就学援助規則一部改正について ３月２７日 

第６号 精華町学校運営協議会規則一部改正について ３月２７日 

第７号 
精華町立の小学校及び中学校の教育職員の業務量の適

切な管理等に関する規則制定について 
３月２７日 

第８号 
令和２年度精華町奨学生及び精華町社会福祉奨学生の

決定について 
３月２７日 

第９号 精華町社会教育委員の委嘱について ３月２７日 

第１０号 精華町文化財保護審議会委員の委嘱について ３月２７日 

第１１号 精華町スポーツ推進委員の委嘱について ３月２７日 
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（３）会議の報告等事項（９８件） 

番号 件  名 報告日 

1 生徒指導報告について H31.4.22 

2 いじめ調査集計について H31.4.22 

3 中学校卒業生進路状況について H31.4.22 

4 教育支援室の相談内容について H31.4.22 

5 全国学力・学習状況調査について H31.4.22 

6 精華町まちづくり基本構想の策定について H31.4.22 

7 平成３１年度 主な行事予定について H31.4.22 

8 公共施設の使用料の改定について H31.4.22 

9 
５月２８日に川崎市で発生した事件を受けての対応等につ

いて 
R1.5.29 

10 第４回教育委員会での指摘事項等について R1.5.29 

11 生徒指導報告について R1.5.29 

12 夏季の空調運転について R1.5.29 

13 食育街頭啓発について R1.5.29 

14 ツアー・オブ・ジャパンについて R1.5.29 

15 拡大あいさつ運動について R1.5.29 

16 子ども議会について R1.5.29 

17 町立図書館の蔵書の投棄事件について R1.5.29 

18 ６月会議について R1.6.25 

19 生徒指導報告について R1.6.25 

20 相楽地方中学校陸上競技大会について R1.6.25 

21 京都府学力診断テストについて R1.6.25 

22 精華町教職員夏季研修会について R1.6.25 

23 
台湾の新北市立新荘国民小学と東光小学校の音楽交流につ

いて 
R1.6.25 



   6 

24 子ども議会について R1.6.25 

25 町立図書館の蔵書の投棄事案について R1.6.25 

26 町立図書館の新たなサービスについて R1.6.25 

27 オリンピック聖火ランナーの募集について R1.6.25 

28 生徒指導報告について R1.7.29 

29 子ども議会について R1.7.29 

30 青少年健全育成協議会の取り組みについて R1.7.29 

31 第１回せいか健康・スポーツ交流フェスティバルについて R1.7.29 

32 
東京２０２０オリンピック・パラリンピックの聖火リレーに

ついて 
R1.7.29 

33 あいさつ運動について R1.7.29 

34 生徒指導報告について R1.8.27 

35 いじめ調査集計について R1.8.27 

36 夏季期間中の各種大会の結果について R1.8.27 

37 平成３０年度精華町教育委員会評価報告書について R1.8.27 

38 精華町拡大あいさつ運動について R1.8.27 

39 
第１回せいか健康・スポーツ交流フェスティバル開催につい

て 
R1.8.27 

40 第１２回せいかマラソンについて R1.8.27 

41 平成３０年度決算概要について R1.9.24 

42 精華町議会９月会議の一般質問について R1.9.24 

43 生徒指導報告について R1.9.24 

44 重災害事故について R1.9.24 

45 問題事象の月別発生件数について R1.9.24 

46 全国学力・学習状況調査について R1.9.24 

47 幼児教育・保育の無償化について R1.9.24 

48 
精華町教育員会所管施設指定管理者評価委員会における審

査及び評価結果について 
R1.9.24 
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49 令和元年度青少年健全育成の標語の入賞作品について R1.9.24 

50 第１７回精華町子ども祭りについて R1.9.24 

51 せいか健康・スポーツ交流フェスティバルについて R1.9.24 

52 生徒指導報告について R1.10.28 

53 問題事象の月別発生件数について R1.10.28 

54 精華町児童生徒の問題事象、不登校の推移について R1.10.28 

55 全国学力・学習状況調査について R1.10.28 

56 相楽地方中学校秋季新人大会の結果について R1.10.28 

57 第１７回精華町子ども祭りについて R1.10.28 

58 令和２年度教育部の予算計上について R1.11.28 

59 生徒指導報告について R1.11.28 

60 重災害事故報告について R1.11.28 

61 問題事象の月別発生件数について R1.11.28 

62 第３０回相楽地方小学校駅伝大会の結果について R1.11.28 

63 町立中学校のコンピュータ備品の取得について R1.11.28 

64 精華町子ども祭りについて R1.11.28 

65 拡大あいさつ運動について R1.11.28 

66 令和元年度精華町成人式の開催について R1.11.28 

67 精華町子どもの読書環境整備５か年計画（第四次）について R1.11.28 

68 図書館年報について R1.11.28 

69 精華町議会定例会１２月会議について R1.12.23 

70 給食調理員の採用について R1.12.23 

71 生徒指導報告について R1.12.23 

72 重災害事故報告について R1.12.23 

73 問題事象の月別発生件数について R1.12.23 
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74 第１３回やましろ未来っ子小学校 EKIDENの結果について R1.12.23 

75 
精華町まちづくり基本計画案のパブリックコメントの実施

について 
R1.12.23 

76 
精華町子どもの読書環境整備５か年計画（第四次）案のパブ

リックコメントの実施について 
R1.12.23 

77 東京２０２０オリンピック聖火リレーについて R1.12.23 

78 新型コロナウイルスへの対応について R2.1.31 

79 生徒指導報告について R2.1.31 

80 重災害事故報告について R2.1.31 

74 問題事象の月別発生件数について R2.1.31 

75 生徒指導報告（４月～１２月）について R2.1.31 

76 いじめ調査集計について R2.1.31 

77 令和２年度精華町成人式について R2.1.31 

78 相楽「少年の主張」大会について R2.1.31 

79 京都府指定・登録等文化財の認定について R2.1.31 

80 精華町教育大綱の見直しについて R2.1.31 

81 令和２年度施政方針について R2.2.28 

82 生徒指導報告について R2.2.28 

83 重災害事故報告について R2.2.28 

84 問題事象の月別発生件数について R2.2.28 

85 
教職員の働き方改革にかかわる勤務時間外の電話対応につ

いて 
R2.2.28 

86 
精華町まちづくり基本計画案のパブリックコメントの実施

結果について 
R2.2.28 

87 令和元年度精華町民文化賞・スポーツ賞の受賞者について R2.2.28 

88 第２６回相楽「少年の主張」大会について R2.2.28 

89 
精華町子どもの読書環境整備５か年計画（第四次）案のパブ

リックコメントの実施結果について 
R2.2.28 

90 精華町教育大綱の改定について R2.2.28 
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91 ３月会議の内容について R2.3.27 

92 教育部の人事異動について R2.3.27 

93 生徒指導報告について R2.3.27 

94 重災害事故報告について R2.3.27 

95 問題事象の月別発生件数について R2.3.27 

96 中学校の京都府学力診断テストの結果について R2.3.27 

97 精華町まちづくり実施計画（案）について R2.3.27 

98 各種行事の中止又は延期について R2.3.27 
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（４）その他の活動状況 

（ア）学校・社会教育施設訪問 

＜学校訪問＞ 

①令和元年１０月２１日（月） 

       午前 精華台小学校（給食試食） 

  午後 精華中学校 

 

  ②令和元年１０月２８日（月） 

  午後 精北小学校 

 

  ③令和元年１０月３０日（水） 

  午後 精華西中学校 

 

  ④令和元年１１月７日（木） 

  午前 川西小学校（給食試食） 

  午後 精華南中学校 

 

  ⑤令和元年１１月１２日（火） 

  午前 山田荘小学校 

 

⑥令和元年１１月１４日（木） 

  午後 東光小学校（給食試食） 

 

   ＜社会教育施設訪問＞ 

    ○令和元年１１月２８日（木） 

       午後 町立図書館ほか 
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（イ）教育委員会に関わる会議等に出席した内容 

月 
各種行事・大会等 

精華町関係 国・府関係（開催場所） 

4月 

 4/1 教職員辞令交付式・着任式 

 4/9 小学校入学式 

 4/10中学校入学式 

 

5月 

5/22 地域で子どもを育てる連絡協議

会 

5/23せいか祭り実行委員会 

5/21 山城地方教育委員会連絡協議会 

総会・研修会(京田辺市) 

5/31京都府市町村教育委員会連合会 

総会・研修会（京都市） 

6月 

6/3～5あいさつ運動 

6/21 精華町青少年健全育成協議会総

会 

6/21子ども祭り実行委員会（第 1回） 

6/28精華町人権推進委員会総会及び 

   講演会 

 

7月 

7/23第 1回総合教育会議 

7/25精華町子ども議会 

7/5相楽地方教育委員会連絡協議 

会教育委員合同研修会（木津 

川市） 

8月 
8/30青少年健全育成標語選考委員会 

8/27～29あいさつ運動 

 

9月 

9/14第 1回せいか健康・スポーツ交流 

フェスティバル 

 9/24子ども祭り実行委員会（第 2回） 

9/26中学校体育大会 

9/28小学校運動会 

9/19市町村教育委員研究協議会（神 

戸市） 

10月 

10/11精華町小学校陸上交歓記録会 

（宇治市） 

10/11せいか祭り実行委員会 

10/19山城地方中学校駅伝競走大会 

10/11近畿市町村教育委員会研修大会 

   （野洲市） 

11月 

11/2 精華中学校 第 9回収穫祭 

11/6 子ども祭り実行委員会（第 3回） 

11/6 相楽地方中学校音楽交流会 

11/9 相楽地区小学校駅伝大会（宇治 

市） 

11/17せいか祭り 2019  

   第 17回精華町子ども祭り 

11/30 第 12回やましろ未来っ子 

EKIDEN（宇治市） 

11/1 京都府内市町（組合）教育委員研

修会（京都市） 
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12月 
12/15第 2回総合教育会議 

12/24子ども祭り実行委員会（第 4回） 

 

1月 
1/8～10あいさつ運動 

1/13精華町成人式 

 

 

2月 
2/16相楽少年の主張大会 2/20山城地方教育委員会連絡協議会 

教育委員研修会(宇治市) 

3月 
3/13中学校卒業証書授与式 

3/19小学校卒業証書授与式 
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（５）後援状況  

 

○令和元年度後援事業 ＜学校教育関係＞ 

実施期日 事業名 申請者 実施場所 

令和元年 10月 17日

（木） 

10:30～12:00 

（公社）京私幼稚園連盟城南地区

第 35回園児大会 

（公社）京私幼稚園連盟

城南地区園児大会実行委

員会 

太陽が丘陸上競技

場 

 

○令和元年度後援事業 ＜社会教育関係＞ 

実施期日 事業名 申請者 実施場所 

平成 31 年 3 月 26 日

（火）・27日（水） 

平成 31 年 4 月 2 日

（火）・3日（水） 

2019なら春キャンプ 

NPO 法人自然体験共学セ

ンター 

理事長 細川 和朗 

奈良市青少年野外

活動センター 

（奈良県奈良市阪

原町 25-1） 

スクール活動 

14回（年間） 

週末活動 4回（年間） 

スクール活動・週末活動 
精華町支援学校親の会 

会長  吉田 真理 

地域福祉センター

かしのき苑 

①②は毎月 22日 

③④は夏～秋頃予定 

①せいか小さな旅 

②ふるさと発見の旅 

③展示会 

④講演会 

その他の催し物 

（特非）精華町ふるさと案

内人の会 

理事長 古瀬 治男 

精華町内及び近隣

市町村 

平成 31 年 4 月 12 日

（金）・26日（金）10:00

～11:00 

大正琴体験教室 
琴伝流大正琴 楽遊・ドル

チェ 村上 彰琇(智子) 

むくのきセンター 

研修室 

平成 31 年 4 月 20 日

（日）10:00～11:30 

VIPERS KIDSチアリーディング体

験会 

VIPERS KIDS 

新﨑 理恵 
むくのきセンター 

平成 31 年 4 月 21 日

（日）12:30～16:00 

精華町いのちのリレーまつり 

２０１９ 

精華町いのちのリレープ

ロジェクト実行委員会 

精華町地域福祉セ

ンター かしのき苑 

平成 31 年 4 月 24 日

（水）19:00～21:00 
祝園ニューモラル講演会 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』 

２階大広間 

平成 31 年 4 月 27 日

（土）9:30～12:00 

13:30～16:00 

平成 31 年 4 月 28 日

（日）9:30～12:00 

13:30～16:00 

「人・自然・科学を結ぶ自然観

察」春バージョン・植物編 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 

精華町立東光小学

校 
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平成 31 年 4 月 29 日

（月・祝）14:00～ 

高の原音楽芸術協会 

第 4 回定期演奏会 

高の原音楽芸術協会 

演奏会担当理事 

杉山 満美子 

奈良市北部会館市

民文化ホール 

令和元年 5 月 12 日

（日）13:00～16:00 

平成 31 年 春の全国交通安全運

動行事 
京都府木津警察署 

木津川市山城総合

文化センター（アス

ピアやましろ） 

ホール 

令和元年 5 月 12 日

（日）13:00～15:20 
2019年大正琴ふれあい発表会 

琴伝流大正琴 楽遊・ドル

チェ 村上 彰琇(智子) 

精華町地域福祉セ

ンター かしのき

苑 ふれあい大ホ

ール 

令和元年 5 月 18 日

（土）9:30～12:00 

令和元年 5 月 19 日

（日）9:30～12:00 

13:30～15:30 

「人・自然・科学を結ぶ自然観

察」春バージョン・昆虫編 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 

精華町立東光小学

校 

令和元年 5 月 23 日

（木）19:00～21:00 
祝園ニューモラル講演会 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』 ２階大

広間 

令和元年 5 月 25 日

(土) 9:30～15:00 

日本で 2 番目に小さい町・石の

国「笠置町」でカルチャーNOW! 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 

笠置町 つむぎて

らす 

令和元年 6月 2日（日） 

9:30～15:30 

お寺でカルチャーNOW!春バージ

ョン 

お寺未来倶楽部 

代表 本多 廣賢 

伏見区淀水垂町 

常念寺 

令和元年 6月 7日（金）

18:30～21:30 

吹奏楽団ベリーズけいはんな 

第 4 回夜の合奏演奏会 

吹奏楽団ベリーズけいは

んな 団長 二見 富有美 

けいはんなプラザ

イベントホール 

令和元年 6月 9日（日） 吹奏楽コンサート 
ウィンドアンサンブルピ

アチェーレ 

文化パルク城陽 

プラムホール 

令和元年 6月9日(日) 

令和元年 12 月 8 日

(日) 

けいはんなフィルハーモニー管

弦楽団演奏会 

けいはんなフィルハーモ

ニー管弦楽団 

けいはんなプラ

ザ・京都府立けいは

んなホール メイ

ンホール 

令和元年 6 月 12 日

（水）10:30～11:20 

０歳からのプラネタリウム「歌

うたいゆっちとギター弾きにし

けんのみんなで歌いまショー!」 

（公財）城陽市民余暇活動

センター 

文化パルク城陽プ

ラネタリウム 

令和元年 6 月 16 日

(日)14:00～15:30 

令和 2 年 2 月 15 日、

26 日、3 月 28 日、29

日のいずれか 1日 

14:00～15:30 

文化講演会 
NHK 文化センター京都支

社 
けいはんなプラザ 
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令和元年 6 月 23 日

（日） 13:00～16:30 

令和元年度やましろ未来っ子 

みんなでＨＵＧフォーラム 

京都府山城教育局 

局長 阿部 篤士 

宇治田原町総合文

化センター 

令和元年 6 月 29 日

（土） 14:00～16:00 

山口朋子 絲の詩 ～癒しの和楽

器コンサート～ 

（一財）奈良市総合財団 

理事長 西谷 忠雄 

奈良市北部会館市

民文化ホール 

令和元年 7月 7日(日) 

①10:00～12:00 

②13:30～15:30 

「飛び出す パラパラ漫画をつ

くろう（七夕編）」 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝ推進拠点ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

代表（精華町長） 木村 要 

ＳＥＩＫＡｸﾘｴｲﾀｰ

ｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和元年 7 月 13 日

（土）10:00～15:00 

令和元年 7 月 20 日

（土）10:00～15:00 

「神の園」でサイエンス NOW! 
せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 

高齢者総合福祉施

設「神の園」 

令和元年 7 月 28 日

（日）14:00～16:30 
合唱団 Rinte 第 12回定期演奏会 

合唱団 Rinte 

理事長 桜井 哲樹 

なら 100 年会館 

中ホール 

令和元年 7 月 28 日

（日）10:00～15：30 
サイエンス夏祭り 2019 

NPO 法人 やましろきっ

づサイエンス 

山城総合文化セン

ター（アスピアやま

しろ） 

令和元年 7 月 31 日

(水)、8月 1日(木)、2

日(金) 13:30～16:00 

夏休みけいはんなロボット体験

イベント 

けいはんな学研都市活性

化促進協議会 

座長  阿部 孝次 

けいはんなプラザ 

京都府立けいはん

なホール 

令和元年 8月 3日（土） 

10:00～12:30 

ボードゲーム制作で学ぶプログ

ラミング的思考 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝ推進拠点ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷ

ｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和元年 8 月 3・4 日

（土・日） 

9:30～11:30，12:30～

14:30，15:00～17:00 

理科工作・簡易モーター３種類

にチャレンジ 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 
むくのきセンター 

令和元年 8 月 4 日

（日）、5 日（月）、9

日（金）、10日（土） 

みんなでつくろう けいはんな

今昔物語 
株式会社けいはんな 

けいはんなプラザ 

京都府立けいはん

なホール 

令和元年 8月 6日（日）

13:00～17:00 
第 56回教育者研究会 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

宇治市生涯学習セ

ンター 

①令和元年 8 月 6 日

（火）～8月 10日（土）

4泊 5日 

②令和元年 8 月 11 日

（日）～8月 15日（木）

4泊 5日 

③令和 2 年 1 月中旬

〔予定〕リユニオン 

2019 年 けいはんな国際子ども

キャンプ 

特定非営利活動法人けい

はんな文化学術協会 

理事長 高橋 克忠 

生駒山麓公園ふれ

あいセンター 
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第 1 回Ａ 8 月 10 日

(土) 17:00～20:00 

第 1回Ｂ 9月 7日(土) 

15:30～18:30 

第 2 回Ａ 9 月 14 日

(土) 18:00～20:00 

第 2 回Ｂ 10 月 26 日

(土) 16:30～18:30 

けいはんな子ども天文クラブ 
けいはんな科学共育デザ

インラボ 

第 1回 A・第 2回 A 

けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

第 1回 B・第 2回 B 

奈良学園小学校 

令和元年 8 月 11 日

（日）13:00～17:00 

令和元年 8 月 12 日

（月）10:00～17:00 

けいはんな・サイエンス・フェ

スタ 2019 

科学普及支援団体 てんも

んぶ 

京都府立けいはん

な記念公園 

令和元年 8 月 17・18

日  10:00～ 12:00，

13:30～15:30 

「人・自然・科学を結ぶ自然観

察」夏バージョン 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 
むくのきセンター 

令和元年 8 月 18 日

（日）13:30～15:30 
小学生夏休み工作体験教室 精華おもちゃ病院 

地域福祉センター 

かしのき苑 

令和元年 8 月 18 日

（日）10:00～16:00 

日本学術振興会「ひらめき☆と

きめきサイエンス」事業“電子

レンジの不思議を体験しよう”

「電子レンジｄｅサイエン

す！」 

有限会社ミネルバライト

ラボ 

けいはんなプラザ

ナイルおよびラボ

棟会議室など 

令和元年 8 月 20 日

（火）10:00～11:00 

令和元年 8 月 27 日

（火）10:00～11:00 

大正琴体験教室 
琴伝流大正琴 楽遊・ドル

チェ 村上 彰琇(智子) 

むくのきセンター 

研修室 

令和元年 8 月 22 日

（木） 9:00より 
けいはんな健康ウォーキング 

けいはんな健康ウォーキ

ング 

暗峠へ 7km コース

（近鉄枚岡駅、生駒

暗峠、石仏寺、南生

駒駅） 

令和元年 8 月 22 日

（木）19:00～21:00 
祝園ニューモラル講演会 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』２階 大

広間 

令和元年 8 月 24 日

（日）13:30～16:30 
「箱」をつくろう！ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝ推進拠点ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷ

ｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和元年 9 月 22 日

（日）14:00～16:00 

高の原音楽芸術協会 第 2 回こ

ども CLASSIC塾 ～みんなが主役

のコンサート～ 

高の原音楽芸術協会 
奈良市北部会館 

市民文化ホール 
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令和元年 9 月 26 日

（木）19:00～21:00 
祝園ニューモラル講演会 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』２階 大

広間 

①令和元年 9 月 29 日

(日)13:00～16:30 

②令和元年 10月 20日

(日)13:00～16:30 

③令和元年 11 月 9 日

(土)12:30～16:00 

④令和 2 年 1 月 26 日

(日)13:00～14:30 

～将来の宇治茶ファンを～ 

「お茶育」推進事業 「キッズ

茶ムリエ検定」 

京都府山城広域振興局 

①宇治茶会館 

②京田辺市立中央

公民館 

③文化パルク城陽 

④グリーンティ和

束 

令和元年 9 月 29 日

（日） 

13:30～16:30 

集まれ！けいはんなプラザ・プ

チコンサート 

京都山城ロータリークラ

ブ 

株式会社けいはんな 

けいはんなプラザ 

京都府立けいはん

なホール「メインホ

ール」 

令和元年 10 月 5 日

（土）13:30～15:00 

わくわく自然体験「バッタのオ

リンピック」 

けいはんな科学共育デザ

インラボ 

京都府立けいはん

な記念公園 

令和元年 10 月 5 日

（土） 9：30～12：30 

令和元年 10 月 27 日

（日） 9：30～12：30 

芽ぶきの森で防災学習 
けいはんな科学共育デザ

インラボ 

京都府立けいはん

な記念公園 

令和元年 10 月 8 日

（火） 

午後のライブ inプラネタリウム 

 

（公財）城陽市民余暇活動

センター 

文化パルク城陽（コ

スモホール）プラネ

タリウム西館 4階 

令和元年 10 月 17 日

(木)19:00～21:00 

祝園ニューモラル講演会 

 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』２階 大

広間 

令和元年 10 月 20 日

（日）13:30～15:30 

やましろきっづサイエンスクラ

ブ 

NPO 法人 やましろきっづ

サイエンス 

木津川市中央交流

会館（いずみホー

ル） 

令和元年 10 月 26 日

（土） 9：30～12：30 

令和元年 12 月 7 日

（土） 9：30～12：30 

わくわく自然体験「芽ぶきの森

でリース作り」 

けいはんな科学共育デザ

インラボ 

京都府立けいはん

な記念公園 

令和元年 10 月 31 日

（木）13：00～17：00 

令和元年 11 月 1 日

（金）10：00～17：00 

令和元年11月 2日（土 

10：00～16：30 

けいはんな情報通信フェア 

２０１９ 

けいはんな情報通信フェ

ア実行委員会 

けいはんなプラザ 

(株)国際電気通信

基礎技術研究所 
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令和元年 11 月 1 日

（金）～令和元年 12

月 25日（水） 

平成３１年度「科学に関する絵

画展」 

（公財）奈良先端技術大学

院大学支援財団 

高山サイエンスプ

ラザ 

令和元年 11月 9･10日 

各日共 10:00～12:00 

13:30～15:30 

「人・自然・科学を結ぶ自然観

察」秋バージョン 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 

精華町立東光小学

校 家庭科室 

令和元年 11 月 9 日

（土）10:00～14:00 

第 18回ははその森ふれあい文化

祭 

第 18 回ははその森ふれあ

い文化祭実行委員会 

精華町人権センタ

ー 

令和元年 11 月 10 日

（日）10:00～15:00 

高山サイエンスタウンフェステ

ィバル 

関西文化学術研究都市高

山地区立地施設等連絡協

議会 

代表 (公財)奈良先端科学

技術大学院大学支援財団 

高山サイエンスタ

ウン（関西文化学術

研究都市高山地区） 

令和元年 11 月 21 日

（木）19:00～21:00 

祝園ニューモラル講演会 

「先端情報社会の今後の展望!」 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』２階 大

広間 

令和元年 11 月 23 日

（土・祝） 

10:00～15:30 

サイエンス秋祭り 2019 
NPO 法人 やましろきっづ

サイエンス 

奈良市北部会館・市

民文化ホール 

令和元年 11 月 23 日

（土） 10:00～15:00 

日本で 2 番目に小さい町・石の

国「笠置町」でカルチャーNOW! 

秋バージョン 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 

笠置町 つむぎて

らす 

令和元年 11 月 30 日

（土） 14:00 
環境のつどい 

精華町健康福祉環境部環

境推進課 

精華町役場交流ホ

ール 

令和元年 11 月 30 日

（土）10:00～18:00 

令和元年 12 月 1 日

（日）10:00～17:00 

Robot&Game STADIUM 京都府知事 
けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和元年 12 月 14 日

（土） 10:00～16:00 

ともいき（共生）フェスティバ

ル 2019 

京都文教大学・京都文教短

期大学 

京都文教大学・京都

文教短期大学 

令和元年 12 月 19 日

（木）19:00～21:00 

祝園ニューモラル講演会「人生

の光を求めて！」 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』２階 大

広間 

第 1回令和元年 12月

21 日（土）13:00～

15:00 

第 2回令和 2年 1月 5

日（日）13:00～15:00 

第 3回令和 2年 1月 18

日(土)13:00～15:00 

工作で学ぶ 

わくわく光の科学 

けいはんな科学共育デザ

インラボ 

けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
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令和元年 12 月 21 日

（土） 13:30～16:30 

第 4 回セイカ子ども大学「オリ

ジナルの千代紙をつくろう！」 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝ推進拠点ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷ

ｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和 2年 1月 16日（木） 

19:00～21:00 

祝園ニューモラル講演会「あり

がとう８０年！」 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』２階 大

広間 

令和 2 年 1 月 18・19

日、2月 15・16日 

各日 13:00～16:00 

「人・自然・科学を結ぶ自然観

察」冬バージョン 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 
むくのきセンター 

令和 2年 1月 18日（土） 

午前 10:00～17:00 
けいはんな文化祭 2019 

けいはんな学研都市活性

化促進協議会 

けいはんなプラザ 

京都府立けいはん

なホール「メインホ

ール」 

令和 2年 1月 26日（日） 

午前の部  10:30～ 

午後の部  14:30～ 

吹奏楽団ベリーズけいはんな第

8回定期演奏会 

Smileファミリーコンサート 

吹奏楽団ベリーズけいは

んな 

けいはんなプラザ 

京都府立けいはん

なホール「メインホ

ール」 

第 1回 令和 2年 2月

1日（土）13:00～15:00 

第 2回 令和 2年 2月

15 日（土）12:30～

14:30 

第 3回 令和 2年 2月

15 日（土）15:00～

17:00 

第 4回 令和 2年 2月

29 日（土）13:00～

15:00 

わくわくワークショップ 
けいはんな科学共育デザ

インラボ 

けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和 2年 2月 2日（日） 

午後 13:00～15:00 

音の玉手ばこ vol.18 心に響く

ミニハープの世界 
精華町文化協会 音楽連盟 

精華町役場交流ホ

ール 

令和 2 年 2 月 11 日

（火・祝） 10:00～

16:00 

けいはんな科学体験 

フェスティバル 2020 

けいはんな科学コミュニ

ケーション推進ネットワ

ーク 

けいはんなプラザ 

イベントホール 

令和 2年 2月 16日（日） 

10:00～15:00 

国際理解講座 

「地球っこ講座・冬」 
精華町長 

精華町役場交流ホ

ール 

令和 2年 2月 20日（木） 

19:00～21:00 

祝園ニューモラル講演会「佛道

修行といろは歌のこころ」 

相楽西モラロジー事務所 

代表世話人 山﨑 利彦 

『すい月』２階 大

広間 

令和 2年 2月 22日（土） 

13:30～17:30 
楽しいロボット！！無料体験会 

特定非営利活動法人 架

け橋 mirai 

けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（KICK） 
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令和 2年 2月 23日（日） 

13:00～16:00 
詩吟＆大正琴のライブ 

琴伝流大正琴 楽遊・ドル

チェ 村上 彰琇(智子) 

木津川市中央交流

会館 

いずみホール 

令和 2年 2月 29日（土） 

,3 月 1日（日）,3月 8

日（日） 

各日 9:30～ 11:30、

13:00～15:00 

「ちりめんモンスターを見つけ

ろ！」 

せいか自然観察倶楽部 

代表  山下 葵 

東光小学校 

家庭科室 

令和 2年 3月 28日（土） 

宝くじまちの音楽会 南こうせ

つ with ウー・ファン ～心のう

たコンサート～ 

精華町長 

けいはんなプラザ 

京都府立けいはん

なホール「メインホ

ール」 

令和 2年 3月 7日（土） 

13:30～16:00 

本気の “京菓子” 和菓子づく

りに学ぶ伝統文化 

けいはんな学研都市活性

化促進協議会 

京都府立けいはん

なホール 

けいはんなプラザ 

イベントホール 

令和 2年 3月 8日（日） レヴバレエサークル発表会 レヴバレエサークル 
京都市東部文化会

館 

令和 2年 3月 14日（土） 

13:30～16:30 
マンガを描こう！ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝ推進拠点ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷ

ｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和 2年 3月 15日（日） 

①10:00～12:00 

②13:30～15:30 

「飛び出す パラパラ漫画をつ

くろう（春編）」 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝ推進拠点ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷ

ｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和 2 年 3 月 20 日

（金・祝） 

10:00～12:00 

「森のねんどのまちづくり」 
SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝ推進拠点ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

SEIKA ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｲﾝｷ

ｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

令和 2年 3月 20日（金） 

13:30～16:00 

第 7 回 精華フレンドシップコ

ンサート 

精華フレンドシップネッ

トワーク 
東光小学校 体育館 

令和 2年 

3月 20日（金） 

9:00～18:00 

3月 21日（土） 

9:00～18:00 

3月 22日（日） 

9:30～15:00 

RoboMaster 2020 Japan Open 京都府 

けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内 

けいはんなロボッ

ト技術センター 

令和 2年 3月 21日（土）

～22日（日） 
けいはんなグローバルキャンプ 

特定非営利活動法人けい

はんな文化学術協会 

理事長 高橋 克忠 

けいはんなプラザ 
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令和 2年 3月 22日（日）

11：30～16：30 
けいはんな音楽祭2020（第 10回） 

けいはんな音楽文化の会 

森下 弘子 

京都府立けいはん

なホール 

メインホール 

令和 2 年 3 月 28 日

(土)13:00～15:30 
わくわくサイエンス co-ラボ 

けいはんな科学共育デザ

インラボ 

けいはんなｵｰﾌﾟﾝｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

 

○令和元年度後援事業 ＜図書館関係＞ 

実施期日 事業名 申請者 実施場所 

 該当事業なし   

 

○令和元年度後援事業 ＜社会体育関係＞ 

実施期日 事業名 申請者 実施場所 

平成 31年 3月 30日

(土) 9:00（開会式）

～5月 6日(日)（予定） 

第 85回京都少年野球連盟南山城

支部大会 

第 69回京都新聞旗争奪大会 

第 32回京都軟式野球連盟城陽支

部長杯争奪大会 

第 7 回ナガセケンコー旗争奪大会 

南京都少年野球連盟 

南山城支部 

味田 憲一 

京田辺市運動公園

野球場他、木津川

市、相楽郡、綴喜郡

の学校及びグラウ

ンド 

平成 31年 4月 7日～

令和元年 10月 6日 

第 37回精華町総合スポーツフェ

スティバル 

（特非）精華町体育協会 

会長 杉下 定己 

町内スポーツ施設

及び学校施設 

平成 31年 4月 28日

（日）14:00～「徳島

ヴォルティス戦」 

令和元年 5月 12日

（日）14:00～「ファ

ジアーノ岡山戦」 

令和元年 5月 25日

（土）14:00～「レノ

ファ山口 FC戦」 

2019京都サンガ F.C.ホームゲー

ム小中高校生招待事業 

(株)京都パープルサンガ 

代表取締役社長 

伊藤 雅章 

西京極総合運動公

園陸上競技場兼球

技場 

令和元年 5月 11日

（土）～令和元年 7月

15 日（月・祝） 

迄の各日曜日、及び祝

日 

第 134回南京都少年野球大会 

第 41回京都府知事杯争奪大会 

第 3 回ナガセケンコー旗争奪大会 

南京都少年野球連盟 

理事長 杉下 定己 

初日 山城総合運動

公園 太陽が丘 

第 1野球場にて開

会 

以降 城陽市、京田

辺市他 南山城地域

のグラウンド 
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令和元年 6月 30日

（日） 

第 52回京都府スポーツ推進委員

研究大会 

京都府スポーツ推進委員

協議会 

精華町むくのきセ

ンター 

令和元年 7月 27日

(土)9:00（開会式） 

～ 10月 6日 

第 86回南京都少年野球連盟南山

城支部大会 

第 70回京都新聞旗争奪大会 

第 33回京都府軟式野球連盟城陽

支部大会 

第 8 回ナガセケンコー旗争奪大会 

南京都少年野球連盟南山

城支部 

（開会式）京田辺市

公園野球場 

令和元年 9月 21日

（土）8:20より 

第 5回祝園自衛隊屯地司令杯ｹﾞｰ

ﾄﾎﾞｰﾙ大会 
自衛隊祝園屯地協力会 祝園自衛隊屯地内 

令和元年 11月 23日

（土）9:00開会 

第 30回京都府スポーツ少年団山

城ブロック交流フェスティバル 

京都府スポーツ少年団山

城ブロック交流フェステ

ィバル 

 実行委員長 

 垣内 登志樹 

宇治田原町住民体

育館 アリーナ 

令和 2年 2月 2日（日） 第 37回京都木津川マラソン大会 

 

京都木津川マラソン大会

実行委員会 

草内木津川運動公

園（木津川サイクリ

ングコース） 

令和 2年 2月 15日

（土）～3月 29日（日）

迄の各土、日曜日、及

び祝日 

第 136回南京都少年野球大会 並

びに 第 39回京都新聞旗争奪大

会 

南京都少年野球連盟 

城陽市 太陽が丘

（開会式） 以降、

城陽市、京田辺市、

精華町 他、南山城

地域のグラウンド 

令和 2年 3月 8日（日） 

9:00～17:00 
第 19回精華町武道祭 精華町武道祭実行委員会 むくのきセンター 
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Ⅳ  全体評価 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育行政事務の管理及

び執行状況について、点検・評価を行うこととされています。本町では、精華

町第５次総合計画の施策体系から以下の６つの柱に沿って評価を行いました。 

 

１．「教育振興」として、以下の３つの方針・目標を立て、取り組む。  

①子どもたちに魅力ある学校教育の推進 

②地域と一体的な子どもたちを守り育てる教育 

③豊かな人間性の育成 

学力向上総合推進委員会での学力診断テスト等の結果分析などにより、個

に応じた指導を展開したことにより、府の平均と同程度、若しくは上回る結

果となった。学校・地域との連携協働によるコミュニティスクールや地域学

校協働本部事業の取組、学校への教育支援員等の配置によるノーマライゼー

ションの推進などにより、教育効果を高めることができた。 

いじめ防止対策関係では、平成２６年に精華町と教育委員会が「いじめ防

止基本方針」を策定、平成３０年に方針改定を行う中で、小中学校へのスク

ールカウンセラー配置やいじめ防止に関連する教育委員会の附属機関を設置

した。また、いじめの未然防止や早期発見に向けて、学校教育全体を通じて

児童生徒が主体的にいじめについて学び考える取組を進めるとともに、全教

職員が共通理解を持って組織的な対応を行っている。これらの対策や学校の

きめ細やかな取組により、問題事象の発生件数は低い水準で推移している。 

令和２年度には小学校、令和３年度には中学校において新学習指導要領が

実施されることになり、論理的思考や創造性、問題解決力などを身に付ける

ためのプログラミング教育の導入、外国語教育の充実など、新たな教育内容

が盛り込まれている。新学習指導要領の円滑な実施に向けて、指導内容面で

の充実やそのための教育環境の整備が必要となってくる。 

また、国では、ＧＩＧＡスクール構想が計画されており、次年度以降につ

いて、本町においても当該構想の実現に向けて、児童生徒１人１台の情報端

末の整備や校内通信ネットワークの整備に取り組む必要がある。 

今後については、新学習指導要領の円滑な実施とそれに定める内容を軸と

しながら、施策目標や教育大綱に定めた５つの方針を達成するため、物的・

人的環境の支援を継続的に進め、更なる成果の向上を目指していく。 

 

２．「教育環境」として、以下の５つの方針・目標を立て、取り組む。  

   ①子どもたちが安全で安心できる学校生活 

   ②快適で安心して学べる教育環境の整備 

   ③食育の推進 
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   ④子どもたちの安全確保 

   ⑤安心できる良好な教育環境 

教育環境の面においては、児童生徒が安全で安心して学校生活を送ること

ができること、また快適に学ぶことができる教育環境を整備することを優先

的課題として取り組んできた。その成果として、平成２７年度にはすべての

学校施設の耐震化が完了し、平成２９年度には中学校、平成３０年度には小

学校への空調設備の整備が完了したことにより、これらの目標を達成するこ

とができた。 

現在の教育環境整備における最大の課題は、中学校給食の早期実施であり、

その実現に向けて、平成３０年度に策定した「精華町まちづくり基本構想」

に基づき、災害時には被災者への食糧供給機能、平常時には中学校給食セン

ターとして機能する「防災食育センター」の具体的な整備方針や施設計画等

について検討し、「精華町まちづくり基本計画・実施計画」を策定した。次年

度以降については、当該計画に基づき、実施設計に取り組むとともに、施設

の建築に向けた財源確保に努めていく必要がある。 

また、令和元年度には、学校施設の中長期的な維持管理に係るコストの平

準化や縮減を図りつつ、学校施設の長寿命化や機能・性能の向上を図るため、

学校施設長寿命化計画を策定した。今後については、当該計画に基づき、学

校施設の計画的な整備・改修に取り組んでいく必要がある。 

教職員の働き方改革については、全国的な課題となっており、本町におい

ても、この間、留守番電話機能の追加、出退勤時刻記録システムや校務支援

システムの導入など、働き方改革のための環境整備を行ってきた。これらの

ツールを活用しながら、業務の見直しや意識改革など、ソフト面での対策を

進めていく必要がある。 

 

３．「歴史」として、以下の２つの方針・目標を立て、取り組む。  

①住民の町の歴史などに対する興味の向上 

②多くの住民が歴史や史跡、寺社仏閣など文化財に親しみを持つ 

指定文化財や古文書・歴史資料、民俗文化財、埋蔵文化財などの文化財に

ついて、保存のための必要な措置を講じた。精華町地域創生戦略に基づき、

インターネット上に構築した歴史民俗博物館デジタルミュージアムを運営し、

書籍『精華町の史跡と民俗』のデジタル化を終え、『精華町の史跡と民俗  デ

ジタル版』として、全頁を公開した。文化財の保護については、住民の財産

として、資料の保護、整理、調査研究を進め、確実な保存と活用が行えるよ

う努める。 

文化財愛護会が主催する公開講演会や各種イベントに参加することで、住

民が地域に残された文化財やその歴史にふれる機会を確保することができた。

今後も、文化財愛護会が自立した活動を行えるよう支援していくとともに、
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引き続き、会員の増員を図るための事業展開を進めていく。 

 

４．「文化活動」として、以下の２つの方針・目標を立て、取り組む。  

①活発な文化活動を行える文化振興施策の展開 

②文化活動が盛んに行われている 

活発な文化活動ができるよう、生涯学習課団体登録制度に基づく各種サー

クルの紹介を行うとともに、登録サークルが公共施設の優先予約を受けるこ

とにより、利便性の向上を図った。 

文化振興の母体である文化協会に加盟している各サークルの会員は、高齢

化等により減少傾向にあるものの、新たに加盟するサークルもある。文化協

会が主催するイベントや加盟サークルの活動に参加することで、住民の生涯

学習の機会を確保することができた。今後も、文化協会が自立した活動が行

えるよう支援するとともに、引き続き、加盟団体の増加を図るための事業展

開を進めていく。 

多くの団体やボランティアの協力を得て、精華町子ども祭りや精華まなび

体験教室を開催し、地域住民などとの交流を図ることができた。精華町子ど

も祭りは、平成３０年度からけいはんなプラザでせいか祭りと同日開催とし、

多くの参加を得て、充実した取組とすることができた。精華まなび体験教室

では、平成２６年度に策定した「精華町放課後子ども総合プランに係る行動

計画」に基づき、放課後児童クラブとの連携を図り、子どもたちの安全・安

心な居場所づくりを進めることができた。 

成人式では、令和元年度においても新成人による実行委員会を結成し、新

成人自らが作る成人式を開催することができた。精華町子ども祭りや成人式

などにおいては、対象者自ら（子どもや新成人）が主体性を発揮できる取組

を進めていく。 

 

５．「スポーツ活動」として、以下の２つの方針・目標を立て、取り組む。  

①活発なスポーツ活動を行えるスポーツ振興の展開 

②健康保持・増進、生きがいのため充実したスポーツライフを送る 

各種スポーツ教室や NPO 法人精華町体育協会との協働により、スポーツ事

業を展開し、スポーツ活動の機会を提供することができた。 

NPO 法人精華町体育協会によるむくのきセンターをはじめとした社会体育

施設等の指定管理状況について、指定管理業務に対する外部評価機関である、

精華町教育委員会所管施設指定管理者評価委員会を開催し、平成３０年度（昨

年度）の状況について、概ね良好な評価を得ることができた。 

また、令和元年度末には新型コロナウイルス感染症の影響により、一部社

会体育施設等の閉鎖を１カ月近く行ったが、期間が短かったことから、令和

元年度の指定管理業務は比較的大きな影響・トラブル等がない中で終えるこ
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とができた。 

また、町民体育大会に代わるイベントとして、むくのきセンターを会場に

NPO 法人精華町体育協会との共催で、第１回せいか健康・スポーツ交流フェス

ティバルを開催したが、参加チームが７チーム（６自治会）に留まった。健

康イベントとの連携なども含めて、より参加しやすいイベントとなるよう検

討していく。 

新型コロナウイルス感染症の影響で延期となったが、東京２０２０オリン

ピック聖火リレーの警備計画及び運営マニュアルの策定を行った。 

今後も町民の健康増進を図るため、住民ニーズの把握に努め、スポーツ推

進委員会と NPO 法人精華町体育協会との協働により、健康で生き生きとした

スポーツライフの実現と精華町体育協会傘下の競技団体による競技スポーツ

の拡大による底上げを図り、より地域に根差した生涯スポーツ振興の取組を

進めていく。また、指定管理者による施設の良好な管理運営を図り、住民サ

ービスの更なる向上の推進ができるよう取組を進める。 

 

６．「図書館」として、以下の３つの方針・目標を立て、取り組む。  

①住民ニーズを踏まえた図書館資料・サービスの充実 

②子どもの読書活動の推進 

③住民の多くが図書館を利用 

住民の生涯学習を支える資料情報拠点として、新鮮で魅力ある蔵書構成と

なるよう、各種資料を積極的に収集し、安定したサービスの提供に努めた。

貸出冊数や来館者数は同規模自治体の中では、高水準を維持することができ

ている。また、所蔵資料や図書館ネットワークを活用し、レファレンスやリ

クエストなど、住民の多様な情報・資料要求に対応することができた。 

令和元年度には「子どもの読書環境整備５か年計画（第４次）」を策定し、

それに基づき、学校等への団体貸出や職場体験など、学校支援活動に引き続

き取り組むとともに、年齢別のおはなし会や（子ども向け）おすすめ本パン

フレットの発行など、子どもの読書環境づくりに積極的に取り組んだ。 

町広報誌「華創」で紹介したテーマ本や時勢・行事にあわせた企画、役場

関係課との連携による行政課題に関わる資料の展示を行うほか、障害者サー

ビス機能を導入した取組やデイジー規格で製作された録音図書の貸出を行い、

さまざまな角度から資料にアクセスしてもらえる機会を増やすことができた。 

秋の読書週間には、文学講座や雑誌･本のリユース･デイも実施し、積極的

に資料利用の促進に取り組んだ。また、町史編纂に携われた故門脇禎二氏か

ら寄贈された貴重な資料により構成した門脇文庫は、引き続き整理を進め、

魅力ある蔵書構成を目指す。 

今後も住民の生涯学習・文化活動を支える拠点としての役割を果たすため、

暮らしに役立つ図書館を目指し、各種サービスの充実に努める。 
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Ⅴ 第三者評価 

 

１．施策評価 

施 策 名 評 価 及 び 意 見 

教育の振興 

と充実 

 京都府学力診断テストの結果を見ると、小学校・中学校ともに府内平

均を上回っており、学力の充実に向けた取組の成果として大いに評価

できる。日頃からの授業改善の取組や個に応じたきめ細かな学習指導

の積み重ねであり、各校の努力に敬意を表したい。 

 学力の充実・向上に向けては、第１には基礎的・基本的な学習内容を

確実に定着させること、第２には主体的・対話的で深い学びの充実を

目指し、アクティブラーニングの手法を取り入れた授業改善を進める

こと、第３には放課後学習等、個に応じた丁寧な指導を充実させるこ

と、などが求められている。 

 学力テスト等については、単年での結果だけではなく、義務教育９年

間を見通した中長期的な視点からの学びの継続性や教科間の関連を考

え、家庭での子どもの生活も含めた広い視野で取り組む必要がある。 

 学習指導要領が改訂され、小学校は令和２年度より、中学校は令和３

年度より新学習指導要領のもと新たな教育活動・指導が求められてい

る。各学校においては、改訂の趣旨をしっかりと認識した上で、カリ

キュラムマネジメントの視点のもと、社会に開かれた教育課程を編成

し、積極的な外部人材の活用など、充実した教育活動が展開されるこ

とに期待したい。 

 新学習指導要領には、「生きる力 学びのその先へ」とうたわれてお

り、そこで目指すのは「社会に開かれた教育課程」の実現であると考

えられている。子どもたちの「生きる力」を育むには学校での学びを

日常生活で活用したり、家庭での経験を学校生活に生かしたりするな

どして、家庭の中で保護者と子どもが話し合うことが「生きる力」に

つながるものと考えられており、このことに対する保護者の理解を深

めていく必要がある。 

 豊かな心を育成するために、道徳の授業や生徒指導を通して日常生活

や学校での決まりやルールに対する意識を育てるとともに、人権教育

の重要性を認識し、人権意識の向上を図っていく必要がある。 

 令和２度より小学校では、プログラミング教育が必修化されたが、教

科が新設されたわけではなく、算数や理科などの各教科においてプロ

グラミングを学習することになる。その中で、身近な生活でコンピュ
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ータが活用されていることや問題の解決には必要な手順があることに

気付き、また、複数の情報を結び付けて新たな意味を見出す力や、問

題発見・解決に向けて情報技術を効果的に活用する力を育むという本

来のねらいを十分理解した上で、プログラミング教育を推進してもら

いたい。 

 教員の資質能力の向上のため、精華町の立地条件を活かして、大学や

企業などと連携した取組が必要であると考えられる。 

 子どもたちの読書離れ・読書量の減少が課題となっている。精華町で

は、学校図書館の活用を進めるために、蔵書の充実をはじめとする

様々な取組が行われており、大いに評価できる。今後は、学校図書館

を「読書センター」としての機能だけでなく、「情報センター」とし

ての機能の発展に向けて、司書教員の配置を含めてハード・ソフト両

面でのさらなる充実が望まれる。 

 問題事象の発生件数は、山城地域平均と比較しても下回っている。子

どもたちが落ち着いて学習に取り組む環境づくりは、学校（教員）と

して最大の使命である。常にこのことを念頭に置いて、生徒指導に当

たってもらいたい。 

 また、不登校の児童生徒数についても、各学校の努力により、山城地

域の出現率と比較して低い傾向にあり、評価できる。 

 子どもにとって、小学校高学年から中学校の間が最も多感な時期であ

る。小学校５校にスクールカウンセラーを配置し、子どもたちや先生

方の相談に対応していることは、いじめの未然防止、早期発見・早期

解決に大いに寄与していると考えられる。今後も、きめ細やかな指導

とあわせて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの

適切な配置に努めるなど、総合的に取り組むことが重要である。ま

た、いじめ問題対策協議会の開催は重要であり、今後も継続が必要で

ある。 

 スマートフォンの普及により、ＳＮＳなどによる問題事象やいじめが

発生しており、スマートフォンやＳＮＳの正しい利用方法について、

児童・生徒だけでなく、保護者への啓発も大切である。 

 近年、特別な支援を要する児童生徒が増加してきており、学級支援員

等の配置が進められていることは評価できる。 

 

教育環境の 

整備 

 学校施設の耐震化にいち早く取り組み、耐震化率100％を達成したこ

とは、大いに評価できる。「学校は、児童生徒にとって、安心・安全

な学び舎でなければならない」という思いのもと、今後とも学校と町
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教委が連携・協力して、施設設備の管理を徹底してもらいたい。 

 各学校において学校の立地条件や児童生徒の状況に応じて自然災害等

を想定し、避難場所の確保や防災訓練の取組を実施されていると思う

が、常に新しい視点でマンネリ化することのないよう取り組むことが

重要である。 

 近年、交通事故をはじめ、児童生徒が被害者となる事件・事故が相次

いで起こっている。子ども達がこのような事件や事故に巻き込まれな

いよう、校内の安全教育に加えて、交通安全や防犯意識を高める指導

を一層充実することが必要であり、警察等関係諸機関と連携し、計画

的・継続的に実施してもらいたい。 

 平成３０年度に町内の全小中学校の普通教室への空調設備の整備が完

了しており、近年の夏の異常な暑さを考えると、児童生徒や先生方の

健康面・体力面において、非常に重要なことである。 

 特に、令和２年度はコロナウイルスの影響により、４、５月が臨時休

業となったが、空調設備の整備により、夏季休業日を短縮して授業回

復に取り組むことができた。 

 我が国全体の学校における情報ネットワークの整備の遅れが指摘され

ている。今後、１人に１台の端末が整備され、日常的に授業で使用し

たり、作品作りや発表等で活用したりすることになる。そのような活

用やWebでの授業などに対応できるよう、ネットワーク環境の早急な

整備が必要である。 

 障害のある児童生徒に対する配慮や現代の生活様式に合うよう、施設

のバリアフリー化やトイレの改修などに取り組まれたい。 

 近年、京都府においても、多くの地域で中学校給食の実現を希望する

声が上がっている。そのような状況の中、精華町では中学校給食の実

施に向けて「防災食育センター」の整備に取り組んでいる。今日、子

どもたちの育成において、学校・保護者・地域社会が常に連携・協力

することが求められており、そういった観点からも「防災食育センタ

ー」の一日も早い完成が望まれる。 

 中学校給食の実施に当たっては、美味しい給食であることはもちろ

ん、「学校給食衛生管理基準」に基づく安全管理の徹底をお願いした

い。 

 「食育」は子どもたちの健やかな成長のためにも大切な分野である。

中学校給食の実施に当たっては、栄養教諭の配置や食育指導など、小

中連携のもとに積極的な取組を進めてもらいたい。 
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歴史（文化財

保護と活用） 

 我が国では、情報化やグローバル化、少子高齢化が急速に進展してお

り、町民が学校教育だけでなく、その生涯にわたって、あらゆる機会

に、あらゆる場所において学習できるような社会の実現が求められて

いる。そのような観点からも、文化講演会や青少年健全育成に向けた

支援や取組は、今度ますます重要になってくると思われる。 

 歴史資料のデジタルミューアム化に向けてのwebページに公開予定の

素材を整理されたのは評価できるが、情報機器を使えない人達の対策

も必要である。 

 現時点で町教委として取り組まれている様々な種類（テーマ）の講演

会の開催、デジタルミュージアムの整備等、意欲的な取り組みに対

し、大いに評価する。 

 今後とも、文化の町精華町ならではの歴史・文化・伝統等に関する資

料や文献、建物、文化財の保護・保管についてもお願いしたい。 

 

文化活動の 

推進 

 「精華町子ども祭り」は非常に盛況であり、企画・計画段階から担当

されている関係各位のご尽力について、大いに評価したい。 

 「精華祭り」と「子ども祭り」が同日開催となって２回目であった

が、ボランティアスタッフの割り当てや運営方法が改善されていたこ

とは評価できる。 

 「精華町放課後子ども総合プランに係る行動計画」に基づき、町内の

５つの小学校を舞台として行われている「精華まなび体験教室」で

は、放課後や土曜日において、子どもたち同士で異学年の交流を進め

たり、地域住民と心温まる交流を行ったりするなど、意義深い活動と

なっている。子ども達が日頃体験できない活動ができ、地域社会の人

達やボランテイアが参加され、地域社会で子どもを育てる機会となっ

ている。 

 「文化フェスティバル」では町内の各文化サークルの発表会や展示会

が行われるなど、町民憩いの行事となっており、今後ともさらなる工

夫や改善のもと続けてもらいたい。 

 精華町のホームページでは、教育委員会各課の様々な取り組みや事業

内容が紹介されているが、さらなる工夫や町民のニーズに応える情報

発信を行ってもらいたい。また、各文化活動を広く町民に発信（動画

含む）することも検討いただきたい。 

 

スポーツ活動

の推進 

 より多くの町民にスポーツ活動の定着を図るために、ライフスタイル

に応じてスポーツ事業が行われており、大いに評価できる。また、ス
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ポーツクラブにおいては１００以上のクラブが活動しているが、会員

の高齢化、新規会員の減少等が顕著のため、今後の活動に向けた検

討・工夫が必要である。 

 指定管理者の導入については、概ね良好な評価を得ており、効果的な

運用ができているものと思われる。 

 一方で、施設の経年劣化が課題として挙げられている。体育施設は文

化施設と比較しても、老朽化や修理が必要になるケースが多く見ら

れ、設備や備品の故障・破損は、即怪我につながることから、定期的

に十分な点検・整備に努めてもらいたい。 

 町民体育大会に代わるものとして、「せいか健康・スポーツ交流フェ

スティバル」が開催されたが、参加が難しい自治会もあるため、開催

方法等について検討をお願いしたい。 

 東京オリンピック、パラリンピックが延期となり、令和３年度に開催

される予定である。町をあげて、機運を盛り上げていただきたい。 

 

図書館活動の

推進と充実 

 近年、子どもから大人に至るまで、読書離れは大きな問題となってい

るが、本町の図書館経営においては、毎年蔵書の整備が行われてお

り、充実させていることに対して、大いに評価したい。また、住民一

名あたりの図書館資料貸出点数も全国平均の約２倍となっており、読

書に対する町民の意識の高さがうかがえる。 

 今後、図書のデジタル化が進展することが予想される中、いわゆる紙

を媒体とする図書の整備とあわせて、デジタル化や通信ネットワーク

への対応等、次世代の図書館経営の在り方について、研究が推進され

ることを期待する。 

 図書館は開放的で明るく利用しやすく、広報誌「華創」の「図書館に

行こう」のページは啓発には大変良い取り組みである。 

 今後の図書館のあり方としては、地域社会の現状を把握して、図書館

が地域の人々の生活や仕事に対して果たす役割、特に地域の問題解決

やそのための調査研究にどう役立つのか検討する必要がある。 
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２．全体評価 

事  項 評 価 ・ 意 見 等 

教育委員会 

運営全般 

 教育委員会会議については、毎月１回の定例会の開催に加え、臨時会

も開催されており、各教育課題について適切な議論や審議が行われて

いる。会議の内容については、議事録がホームページにアップされて

おり、開かれた教育行政としての姿勢を感じる。 

 町長と教育委員会との連携については、総合教育会議が年間３回開催

されるなど、町をあげて教育に対する関心の高さ、支援の手厚さを感

じる。 

 会議では、事務局より９８項目に渡って報告が行われているが、どの

内容も重要な案件ばかりである。今後とも、丁寧で慎重な対応をお願

いしたい。 

 小学校５校と中学校３校、町立図書館の現地視察を行っている。教育

施策の推進に当たっては、机上で考えるのではなく、学校現場に出向

き、授業を始め様々な教育活動を見ること、校長先生や多くの先生か

ら生の声を聞くことが大切だと考える。今後とも、現地現場主義のも

と、積極的に学校訪問等を実施されるよう期待する。 

 学校訪問について、学力の充実・向上、生徒指導、人権教育、特別指

導を推進することを重点事項とし、意図、ねらいを明確にして実施し

ている点が評価できる。 

 その他の活動として、３２に渡る精華町関係行事、国や府関係行事へ

の出席、また、学校教育関係、社会教育関係の１００を超える事業に

対して後援しており、教育委員会の積極的な姿勢が感じられる。 

 各種研修や学校行事への参加、学校訪問の実施など、精力的に活動す

る姿勢が見られる。さらなる活動の充実のため、一般教職員との研修

や教育に関する識見を深めるような研修の実施、精華町の将来のあり

方について考える機会なども設けることが望ましい。 

 教育現場においても働き方改革が喫緊の課題となってきている。新学

習指導要領への移行時期にあることを踏まえると、働き方改革の目的

は、単に長時間勤務を解消することにあるのではなく、新学習指導要

領が求める新たな学びに向けて教員の授業力、指導力、学校の組織と

しての教育力を高めていくための働き方へとその質を向上させていく

ことになる。その点について、教育委員会が指導力を発揮することを

期待する。 
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その他  精華町の教育行政について、質の高い学力の充実・向上、子どもたち

の主体的な学びを引き出す授業改善、手厚く丁寧ないじめや不登校対

策、生涯学習や生涯スポーツの視点からの社会教育事業・施設設備の

充実等、これまでの取り組みの成果が顕著に見られ、総じて概ね良好

である。 

 

 

事業評価をいただいた方（敬称略） 

 河村 年郎（元小学校長） 

 沖田 悟傳（同志社大学教授、元中学校長） 


