
Ａ 組織の方針(使命) Ｂ 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段） Ｅ 目標の達成評価 Ｆ 目標の達成度 G 今後の取り組み

組織の基本方針又は
使命

今年度取り組む事項

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

重点目標項目を実現す
るため行う活動や手段

目標の達成状況や成果の
評価（できるだけ定量的に
記入）

※目標の達成度の区
分（「B重点目標項目」

単位での評価）

目標が未達成であれば、
今後の具体的な取り組み

1.教育、学術及び文化の
振興に関する総合的な
施策の大綱を定める

・平成27年4月に施行され
た教育委員会制度改革に
おいて、総合教育会議の
設置と大綱の策定が義務
付けられた。

・総合教育会議を市長部局
とともに開催し、教育に関
する「大綱」を策定する。

･総合教育会議を3回開催し、
「大綱」を策定した。

A

2.職員の適性配置に向
けた職員採用計画の策
定及び採用

・財政の健全化と行政サー
ビスとの均衡を保った適正
な要員を確保することで、
諸施策を継続的、着実に
実行する。

・適正な職員配置を検討
し、職員採用計画案を示
し、市人事当局と協議・調
整を図る。
・専門的職種について、専
門的知見を引き継ぎ、事業
継続性を確保する。

・市人事当局と協議・調整を
行い、必要な要員を確保し
た。
・学芸員の資格を有する専門
職員を採用した。 A

3.文化振興計画の策定 ・文化振興の基本方針をソ
フト及びハードの両面から
明らかにするとともに文化
施策を総合的かつ計画的
に推進するため、京田辺市
文化振興計画を策定する。

・文化振興懇話会の開催
・中間案に関するパブリッ
クコメント等の実施
・京田辺市文化振興計画
の策定

・平成27年10月、パブリックコ
メントを実施した。（意見数94
件）
・同年12月、京田辺市文化振
興計画を策定した。
・同計画概要版を関係者等に
配布及び各施設に配架した。
　また、市HP等で同計画の周
知を図った。

A

4.歴史資料の調査・整
理・公開

・将来的な市史編纂に向け
て、市所蔵の歴史資料等
の調査、整理を行うととも
に、その成果を調査報告会
等で市民に還元する。

・京都府立大学との共同調
査の開催
・歴史資料整理ボランティ
アの開催
・昨年度調査分の調査報
告会の開催

・京都府立大学との共同調査
を11回開催した。
・歴史資料ボランティアを3回
開催した。
・昨年度調査分の調査報告会
を1回開催した。

A

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

　京田辺市の教育は、活
力とうるおいのある未来
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
密接な連携を進め、子ど
も達の豊富な社会体験
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
活動の活性化のために
一層の努力を図る。

平成２７年度 教育部

組織目標達成度測定シート

- 1 - ※【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】
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5.不登校対策 ・不登校児童生徒の解消
に向け、ポットラックの充実
などの対策を講じる。

・不登校対策プロジェクト
　調査／分析
　協力校による取組
・ポットラックの移転等、内
容の見直しを行う。

・不登校児童生徒の詳細な把
握を行った。（H27：104名）
・28年4月にポットラックを移転
し、受け入れ体制など機能の
充実を図った。

B

・引き続き、早期発見と早期
対応による未然防止と、ポッ
トラック等との連携による学
校復帰を進めていく。

6.モデル校事業の着実な
推進

・子ども・学校応援プロジェ
クトの展開。

・研究授業の実施等、研究
の推進、市内各校への公
開
・第2回モデル校実践交流
会の実施（H28.1.27）
・担当指導主事による継続
的な指導

・実践交流会を教職員249名
（75％）の参加により行った。
・各校の計画に基づき、研究
を進めることができた。 B

3～4年の計画であるため、引
き続き研究実践を進める。
28年度は、8校で研究発表会
を予定している。

7.学校、幼稚園施設の維
持管理

・老朽化が進む学校施設
の修繕などのメンテナンス
を計画的に行う。

・予算の平準化を促すた
め、対処療法型の修繕で
はなく、予算保全型の修繕
による維持管理への転換
や施設更新を計画的に行
う。

・公共施設等総合管理計
画を踏まえた学校施設長
寿命化計画策定について
検討を進める。

・学校施設の修繕などを計画
的に実施した。

B

・公共施設等総合管理計画
を踏まえた学校施設長寿命
化計画の策定に向けた取組
を進める。
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8.中学校給食の検討 ・デリバリー方式による注
文弁当斡旋事業につい
て、再評価に向けた取組を
行うとともに、今後の中学
校昼食のあり方について
の研究を計画的に進める。

・さらなる検討に向け、その
スキームを作成するととも
に、検討の基礎となる他市
町村の状況や取り組みな
ど、検討課題の整理を行
う。

・デリバリー方式による注文弁
当斡旋事業の充実を図るとと
もに、検討委員会設置に向け
た取組を進めた。

A

・検討委員会を設置するとと
もに中学校給食の検討に向
けた取組を進める。

9.通学路安全対策 ・児童生徒が安心・安全に
通学することができる環境
整備を行う。

・市通学路安全推進会議
において課題の共有化を
図り、具体的な対策の検討
及び実施に向けた取り組
みを進める。

・通学路安全推進会議を開催
し、課題の共有化を図るととも
に対策箇所をホームページに
公開した。 A

・学校、PTA及び区要望を元
に通学路安全対策リストを作
成し、情報の共有を図るとと
もに必要に応じて合同点検を
行う。

10.放課後子ども総合プ
ランへの取組

・全ての就学児童が放課
後等を安全・安心に過ご
し、多様な体験・活動を行
うことができる取組を進め
る。

・運営ボランティアや留守
家庭児童会支援員から意
見を聴取し、取組について
検討を行う。

・留守家庭児童会の児童だけ
に限らず、全ての児童を対象
に事業を実施した。
（9小学校で63回、延べ4,045
名参加）

B

・年度末に各校の運営委員
から聴取した意見を反映す
る。

11.生涯学習推進計画の
まとめと今後に向けた取
組

・平成18年に策定した生涯
学習推進基本計画の計画
目標年次が平成27年度と
なっている。

・計画の成果を取りまとめ
るとともに、今後の推進方
策を検討する。

・事業実施状況調査票を作成
した。

C

・各事業の実施状況等につ
いて集約を実施する。

- 3 - ※【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】


