
 

  
 

 
 
 

今年度の目標設定 今年度の目標の達成度と今後の取り組み 

Ａ 組織の方針(使命) 

組織の基本方針又は 

使命 

Ｂ 重点目標項目 
今年度取り組む事項 

C 設定理由・考え方 
どのようなニーズに基

づくのか 
どのような成果を目指

すのか 

D 活動（手段） 

重点目標項目を実現するた

め行う活動や手段 

Ｅ 目標の達成評価 

 目標の達成状況や成果の評価 
 （できるだけ定量的に記入） 

Ｆ 目標の達成度 
※目標の達成度の区

分 
（「B 重点目標項目」単位

での評価） 

G 今後の取り組み 
 目標が未達成であれば、今後の具体的

な取り組み 
 

京田辺市の教育は、

活力と潤いのある未来

をつくるため、確かな

見通しを持って主体的

に生き抜く、創造性あ

ふれる心豊かな人間の

形成を目指すものであ

る。 

そのため、学校教育、

社会教育、社会体育の

密接な連携のもと、子

どもたちの豊富な社会

体験を通して人間形成

に努めるとともに、市

民の生涯にわたる学習

活動を推進し、地域に

即した教育活動の創造

と活性化のために、よ

り一層の努力を図る。 

1. 三山木小学校の増

築事業の実施 

・三山木小校区の児童

増に対応するため、

校舎増築等により学

校施設全体の整備を

図る。 

・校舎等の実施設計 

・造成工事 

・橋梁（下部）工事等を実

施 

・ 造成工事等の実施設計及び開発 

許可・河川法等の手続きを完了し

工事に着手できた。 

・新校舎等の実施設計を完了した。 

Ａ 
 

2. 普賢寺小学校の今

後のあり方を検討 

・児童数減少に伴い、

学校と地域等が一体

となって魅力ある学

校づくりを通して児

童増加と活性化を図

る。 

・コミュニティ・スクール

の導入に向けた推進委員

会の設置 

・推進委員研修等の実施 

・ 普賢寺小学校コミュニティ・スク

ール推進委員会を設置・開催し

た。 

・ 推進委員による全国コミュニテ 

ィ・スクール研究大会への参加及

び先進地視察を実施した。 

Ａ 
 

3. 留守家庭児童会の

施設整備事業の実

施 

・三山木小校区の児童

増に対応するため、

児童会施設の新設に

向けた整備作業を実

施。 

・施設概要及び整備計画の

策定 

・実施設計 

・建設費等の予算計上 

・ 施設概要について協議を進める 

とともに、予算を計上した。 
Ｂ 

・ 小学校の整備作業と調整を図りな 

がら、建設に向けた入札等の事務

を進める。 

4. 中学校昼食のあり

方の検討 

・議会での中学校給食

の早期実施の請願の

趣旨採択及び昼食等

検討委員会の結論を

受け、昼食のあり方

を決定。 

・パブリックコメントの実

施 

・実施形態、実施時期等の

決定 

・パブリックコメントを実施の上、 

市教委としての方針を決定し、予

算措置した。 

・弁当業者の公募、注文システム 

導入等、体制準備を行った。 

・必要な工事・体制整備を行い、新

学期より弁当の斡旋事業が開始で

きた。 

Ａ 
 

平成２５年度 教育部 

組織目標達成度測定シート 
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5. 幼稚園教育の今後

のあり方検討 

・公立幼稚園児の減少

化に伴い、子育て支

援という観点から幼

稚園の新たな活性化

策を実施。 

・幼稚園教育の新たな活性

化策と魅力ある園づくり 

・預かり保育の拡充策の方

針決定 

・「幼稚園キ・ラ・ラ体験学習」の 

実施により各園の特色を生かした

教育を推進することができた。 

・幼保連携推進会議を開催した。 

・平成２６年度園児募集スケジュー

ルの前倒しを行った。 

・幼稚園のＰＲパンフレット及びポ

スターを作成・配布した。 

・就労サポート型預かり保育の試行

を決定した。（平成 26 年度試行） 

Ａ  
 

6. 小学校空調設備整

備 

・夏季の猛暑に対応す

るため中学校に続

き、小学校にも空調

設備を設置し、快適

な教育環境の整備を

図る。 

・8小学校の実施設計 

・予算計上 

・業者決定及び工事着工 

・８小学校への空調設備設置工事 

の実施設計を完了した。 

・補助金を含めた年次計画・工事の

分割方法を検討・確定し、予算措

置した。 

・臨時議会の準備を行い、議決いた

だいたことで工事着手できた。 

Ａ 

 

 

7. 教育委員会の事務

点検及び評価制度

の策定 

・平成 19 年の地方教育

行政の組織及び運営

に関する法律改正に

より教育委員会事務

評価・公表が義務づ

け。 

・市の事務事業評価とも調

整しながら、独自手法に

よる実施方法の検討 

・京田辺市教育事務点検・評価制度

の実施を決定した。（平成 26 年度

実施） 

Ａ 

 

 

 

8. 京田辺市スポーツ

推進計画の策定 

・国のスポーツ基本計

画及び社会体育施設

の指定管理に伴い、

本市の新たなスポー

ツ推進のあり方が求

められている。 

・パブリックコメント及び

スポーツ推進審議会での

策定 

・ 計画の策定を完了し、年度末に

公表を行った。 

 

Ａ 

 

 

9. 学校教職員の労働

安全衛生体制整備 

・労働安全衛生法に基

づき教職員の安全、

健康の確保等を図る

ための体制整備を図

る。 

・市立学校教職員安全衛生

管理要綱の策定 

・ 市立学校教職員安全衛生管理要

項の素案を作成することができ

た。 

Ｂ 
・ 医師会との協議 

・ 素案を協議し要綱を策定する。 
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10.不登校対策等の強

化 

・本市の不登校実態は

小中合わせて 70 人

を超え、出現率でも

府下平均を上回って

いる実態に鑑み早急

に対処する必要。 

・不登校実態の把握 

・不登校対策の検証 

・相談体制等の充実強化 

・学校支援体制と対策の強

化 

・ 小中ともに不登校の減少が見ら

れた。 

・ 臨床心理士と担当者による学校

訪問を行った。 

・ 臨床心理士配置により学校ＳＣ

へのスーパーバイズを行った。 

Ｂ 
・ 学校での相談体制の確立 

・ 臨床心理士の積極的な活用 

11.文化行政の充実 ・市の文化行政の充実

を図るため、文化の

振興に関する基本的

施策の検討 

・基礎資料の収集と作成 

・文化行政指針の検討 

・（仮称）南部住民センター

整備計画の企画、立案等 

・ 京田辺市文化振興計画の策定を

決定した。（平成 26 年度～平成

27 年度策定） 

Ｂ 
・ 計画の策定にあたっては、施設整

備についても検討を行う予定。 

                                                ※【目標の達成度の区分：A 達成できた、B 概ね達成できた、C 達成できなかった】 


