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資料１,0１ 

求中

※一部調整要求ｌキ 

大阪府教育振興基本計画項目 ・  主な事業   予算額 
9,千円0x  説明資料  

Ｋ基本方針１１市町村とともに小。中学校の教育力を充実します  
・中学生学びチャレンジ事業費  継続  ２６５,０８１  主要事業１  
・スクール・エンパワーメント推進事業費  継続  ６４,７８４  

【基本方針２】公私の切磋琢磨により高校の教育力を向上させます 
9,１0x公私が力を合わせて高校の教育力向上をすすめます 
9,２0x活力あふれる府立高校づくりをすすめます  

・骨太の英語力養成事業費  継続  １７,１９４  
主要事業４  

・英語教育推進事業費 ,0  継続  １３,９３８  
,就学支援金関連事業費 3,  継続  １６,５２４,５４０  
・府立高等学校再編整備事業費  継続  １４６,８０３  
,併設型中高一貢校整備事業費 3,  継続  １２７,４１９  
・グローバルリーダーズハイスクール支援事業費  継続  ３２,８０５  
・実業教育充実事業費  継続  ５０,８６２  

【基本方針３】 障がいのある子ども一人ひとりの自立を支援します  

・大阪市立特別支援学校一元化関連事業費9,시牛費除く0x【一部再掲】  継続  １,６１８,６３６  主要事業６  
・市町村医療的ケア体制整備推進事業費 3,  継続  １１０,３９０  
・高度医療サポート看護師配置事業費 ,0  継続  ４,１５０  
・知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費  継続  ２７,９６５  

※一部知事復活要 

・就労支援・キャリア教育強化事業費  継続  １３,０２７  
,障がいのある生徒の高校生活支援事業費  継続  １０８,９２０  

【基本方針４】 子どもたちの豊かでたくましい人間性をはくくみます  

81小学校指導体制支援推進事業費  新規  １７６,９４８  主要事業２  
・生徒指導機能充実緊急支援事業費  継続  ３３０,０００  
・様々な課題を抱える生徒の高校生活支援事業費  新規  ６,２４６  主要事業３  
・いじめ対策支援事業費  3,  継続  １,６３９  
・キャリア教育支援体制整備事業費  継続  ４８,５０７  

※調整要求中 

・スクールカウンセラー配置事業費  継続  ３４３,０７５  
・スクールソーシャルワーカー配置事業費  継続  ３０,６０７  

【基本方針５】 子どもたちの健やかな体をはぐくみます  
・子どもの体力づくりサポート事業費  新規  ９,３７２  主要事業５  
・学校給食実施費  継続  ４６７,３６４  

【基本方針６】 教員の力とやる気を高めます  
・教職員採用選考費  継続  ３１,５０３  
,教職員の資質向上方策推進事業費  継続  ３,５２５  

【基本方針７】 学校の組織力向上と開かれた学校づくりをすすめます  

・校長マネジメントの強化9,学校経営推進事業費・校長マネジメント推進事業費0x  継続  ３０２,８０７  

※一部調整要求ｌキ 

・府立学校教育ＩOＴ化推進事業費  継続  ８０５,５２４  
・学校情報ネットワーク再構築事業費  継続  １３１,６８７  
,府立学校老朽化対策費  継続  １,５７９,５２３  

【基本方針８】安全で安心な学びの場をつくります  
・府立学校耐震性能向上・大規模改造事業費  継続  ２,６３０,１６７  
・府立学校施設・設備改修費 3,  継続  １,０２１,７８０  

・高等学校教育環境改善事業費  継続  １,４９７,６２７  

【基本方針９】 地域の教育コミュニティづくりと家庭教育を支援します  ・教育コミュニティづくリ推進事業費  継続  ６７,１８２  
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中学生学びチャレンジ事業費

【事業目的】

。生徒の学力状況を分析し、教育活動9,指導。評価0xの改善。充実に生かすとともに、

評定の公平性を担保するため、学力調査を実施する。 

【平成２８年度当初予算額】 ２６５,０８１千円

x9債務負担行為 平成２８年度0x平成２９年度 １０１,４４３干円4, 

【事業内容】

①対 象 府内の市町村立中学校、特別支援学校及び府立支援学校中学部の第１学

年、第２学年、第３学年 、

②対象生徒数 第１学年

第２学年

第３学年

③教 科 第１学年

約７６,０００人
約７２,０００人
約７５,０００人

国語、数学、英語

第２学年、第３学年 国語、社会、数学、理科、英語

④実施時期 第１学年、第２学年 平成２９年１月１２日9,木0x

第3,３学年 平成２８年６月２３日9,木0x

⑤ 「評定の範囲」「府全体の評定平ｔ匀」の示し方とその活用

,0２,0 
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小学校指導体制支援推進事業費

«知事復活要求中»

【事業目的】
府内公立小学校の暴力行為が３年連続増加し、

平成２６年度における１,０００人あたりの暴力行為
発生件数では全国平均の２3,５倍になっている。

特に、 多発している府内５０小学校にチーム支援体制
を構築し、 暴力行為発生件数を減少させる。
x9参考4,１,０００人あたりの暴力行為発生件数9,Ｈ２６0x 全国１3,７件 府４3,３件

【平成２８年度当初予算額】 １７６3, ９４８千円9,うち１００,２９９千円知事復活要求中0x 

【事業内容】

9,１0x対 象81暴力行為発生件数が多い府内５０小学校9,政令市を含む0x 

9,２0x期 間81平成２８年度0x平成３１年度

9,３0x内 容81 

① 小学校でのチーム支援体制構築に向け、 緊急度に応じて、
スクールカウンセラー、 スクールソーシャルワーカー、 
チーム小学校アドバイザー9,校長OＢ0x、
チーム小学校キッズメイト9,地域人材0xを配置。

② 市町村における首長部局や関係機関と連動した支援の実施。 ・

③ 府教育委員会による訪問指導。助言

大
阪
府
教

育
委
昌

会

チーム体制構築

指導・助言

、,x9.3,3,府内５3,０小学校に重点支援、 3,,0   

e府内５０小学校fこｓO、 ＳｓＷ 考要置し、
 市町村の主体的な取組み3,と合わせて
,チーム支援体制を構築3,１ ,0 

 3,。とりわけ状況の厳しい２0校には、.
アドx9、3,x9イサx9 、,0キッスx9ｆイドを府が配置し、・ 

3,取組みを徹底,0,081、１,0 3, 

チーム体制構築

首長部局・関係機関

との連携

市
町
村
教
育
委
昌

스
81;1:,0、



様々な課題を抱える生徒の高校生活支援事業費

主要事業 ３ 

【事業目的】
様々な課題を抱える生徒が多く在籍する府立高校に、 スクールソーシャルワーカーを配置し、

福祉や労働等の社会資源につなぐことで課題の解決を支援し、 学校への定着を図る。 

【平成２８年度当初予算額】 ６, ２４６千円

【事業内容】
。家庭環境などのために学業継続が困難となる生徒に対し、 学校とスクールソーシャルワーカ

ーが連携して積極的にアプローチし、 課題を見極め、 福祉や労働等の関係機関とつなげるこ
とで、課題解決を支援。

。 学校やスクールソーシャルワーカーだけでは対応しきれない法的課題等専門的な課題にも対
応するため、 学校やスクールソーシャルワーカーが弁護士や精神科の医師等の助言を得られ
る体制を構築。 

。対象81様々な課題を抱える生徒が多く在籍する府立高校9,定時制課程0x４校

。 社会資ｉ源につなげるためスクールソーシャルワーカー9,社会福祉士。精神保健福祉士等0xを配置

専門的知識に精通した人材・9,弁護士・医師等0xからのスーパーバイズ

学校

教職員

中退防止
コーティネーター 

学校と社会資源の

連携

成功体験

社会資源

福祉窓ロ 病院 

ハローワーク  

地域・企業  ＮＰ０ 

子ども家庭センター

体験機会

４,0 



高校における英語力の養成

主要事業 ４ 

【事業目的】
府立高校１７校に対し、 ＳＥＴ9,Ｓｕｐｅｒ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｔｅａcｈｅｒ0x によるＴＯＥＦＬ ｉＢＴを扱った

授業を導入し、府立高校生の英語４技能9,読む。聞く。話す。善く0xの引き上け、を行う。
また、在籍校によらず、意欲ある生徒に対して「聞く。話す」能力の鍛錬等を行い、会話

力等の英語能力の引き上げをめざす。
※ＳＥＴ819,担当業務0x 。 ＴＯＥＦＬｉＢＴ等を活用した英語教育の癌業を担当、指導方法。教材開発、人材育成

9,処遇0x 。特定任期付職員として採用9,任期は、原則３年0x
9,受験資格0x 。 ＴＯＥＦＬ ｉＢＴスコア１００点以上またはfＥＬＴＳスコア７3,５以上を有すること

。学校教育法に基づく大学を卒業した方、または同等の資格があると認められる方
教員免許の有無は問わない9,大阪府公立学校教員も受験可能0x 

【平成２８年度当初予算額】 ３１,１３２千円

【事業内容】

9,１0x骨太の英語力養成事業費 １７,１９４千円
ＴＯＥＦＬ ｉＢＴを扱った授業を導入し、 高校３年問で英語４技能を英語圏の大学で修学で
きるレベルに引き上ける。
。対 象81１７校

。事業内容81ＳＥＴ9,Ｓｕｐｅｒ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｔｅａｃｈｅｒ0xによるＴＯＥＦＬ ｉＢＴ授業、
ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ特設レッスンなど

スケジュール
,3,813,Ｈ２７3,3,,,03, 3,  

8 ｉＢＴ導入,準備・ 

     

ＳＥＴ ７校に配置9,任期81原則３年0x  3,81818181 3,81813, 0x  
ｉＢＴ特設レッスン・ｉＢＴチャレンジ支援 ・生徒の海外研修派遣 ・教員研修

※準備期のＨ２６に開始し、第２期のＳＥＴ配置の終わるＨ３０まで実施

,0５ 

9,２0x英語教育推進事業費9,高校0x １３,９３８千円 
英語力の底上けのため、意欲ある生徒に対する「聞く。話す」能力の鍛錬を行うととも 
に、 英語科教員の指導力を高める。
。対 象81府立高校及び府内の私立高校

。事業内容81意欲ある生徒への特訓クラス、生徒の海外研修支援、3,英語科教員対象の
研修など



子どもの体力づくりサポート事業費
«調整要求中»

【事業目的】
小学校の体育授業に体育専門の大学やプロスポーツ団体など、地域の人的資源を活

用し、 専門的な技術指導力を備えた指導者や学生を派遣することで、 教員と連携しな
がら、子どもの連動に対する意欲。関心を高め、体力の向上につなげる。

【平成２８年度当初予算額】 ９ｇ３７２千円

【事業内容】
１ 体力向上方策の実践9,地ｔ或の人的資源の活用0x 3, 

市町村教育委員会と連携し、 各モデル校の体育授業において、 専門的な技術指導力
を備えた外部指導者が、直接実技指導を行うとともに、モデル校が、その内容、指導
方法を継続的に実践することにより、 児重の体力づくりをめざす。

対 象81１８校9,北。中。南ブロック各６校0x

① プロスポーツ団体等 ※ ９校 ６回派遣

②

プロスポーツ団体のノウハウを活かした楽しくできる 「トレーニングプログ
ラム」 を外部指導者が直接指導することで、 児童が運動に取り組む動機付けに
つなげる。 

学 と 。学
※ ９校 のべ１６回派遣

携しながら、「体つくリ連動」の指導方法の提案、模範
演技や指導補助などきめ細やかな指導により、 児童にできる喜びを実感させる
ことで、 運動に対する意欲を高める。

プロスポーツ団体、 体育専門大学等が実践指導する 「トレーニングプログラム」
や「体つくり運動」の実践方法。取組み内容について、実践事例集を作成し、各学
校で活用するよう働きかける。

２ 「めちゃスマ体操」 「めちゃＷＡ Ｋ Ｕダンス」 の普及促進

平成２６年度に作成した「めつちゃスマイル体操」「めつちゃＷＡＫＵＷＡＫＵダン
ス」 の府内小学校への普及促進を図るとともに、 リ 童の体力づくりをめざす。

対 象81４３校9,４３市町本ｉ各１校0x 

① ダンス
及

※ ４３校４回派遣
教員に直接指導し、当該校を起点とし、市町村内への体操。ダンスの

普及を図り、 府内全小学校のりﾅﾓ重及び教員への定着化をめざす。 

６,0 
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大阪市立特別支援学校一元化関連事業費
【一部調整要求中】

【事業目的】

平成２８年４月に移管する大阪市立の特別支援学校１２校を運営していくために必,要な経費。 

【平成２８年度当初予算額】 １,６１８,６３６千円 x9うちＡ４,８２５千円調整要求中4, 

0x主な事業内容】

9,１0x通学バス運行事業 ６０１,０８７千円
通学に必要なスクールバスを運行するための経費。

9,２0x学校維持管理費 ３８１,８９０千円x9うち ８,９７９千円調整要求中4,
教育、学習環境を確保するため必要な物品や、施設設備の維持管理等の、学校教育活動の円

滑な運営を図るための経費。

9,３0xネットワーク環境等の整備。充実 ２６２,４２１千円 3,
ネットワーク9,教育及び行政系0xについて、府立学校と同様のIＣＴ環境を整えるための経費。 

9,４0x学校給食施設の整備等 １１３,６０９千円 3, 
府立学校と同水準の施設整備を計画的に行うとともに、 順次、 給食調理の民間委託化を図る

ための経費。  

9,５0x起債償還費 ９１,６２０千円x9うちＡl３,８０４千円調整要求中4, 
施設設備等の無償譲渡を受けることに合わせ、 過去の整備にかかる起債を償還するための経

費を負担。

x9参考4,大阪市立の特別支援学校
校種  移管対象となる特別支援学校  移管後の名称  所在地 

視覚  市立視覚特別支援学校  府立大阪北視覚支援学校  大阪市東淀川区 
聴覚  市立聴覚特別支援学校  府立中央聴覚支援学校  大阪市中央区 

肢体  

市立光陽特別支援学校9,注１0x  府立光陽支援学校9,注１0x  大阪市旭区 
市立西淀川特別支援学校  府立西淀川支援学校  大阪市西淀川区 

不自由  市立平野特別支援学校  府立平野支援学校  大阪市平野区 
市立東住吉特別支援学校9,注２0x  府立東住吉支援学校9,注２0x  大阪市東住吉区 

知的  

市立思斉特別支援学校  府立思斉支援学校  大阪市旭区 
市立難波特別支援学校  府立難波支援学校  大阪市浪速区 
市立生野特別支援学校  府立生野支援学校  大阪市生野区 
市立住之江特別支援学校  府立住之江支援学校  大阪市住之江区 
市立東淀川特別支援学校  府立東淀川支援学校  大阪市東淀川区 
市立なにわ高等特別支援学校  府立なにわ高等支援学校  大阪市浪速区 

9,注１0x病弱部門を併設 9,注２0x知的障がい部門を併設



中 学 生 学 び
チャレンジ事業費

スクール・ 
エンバワーメン ト
推 進 事 業 費

9,大販教育ゆめ基金活用0x 

習 熟 度 別
指導推進事業費１9,教職員定数で計上0x１わせて、習熟度別指導を行う

9, ,0 部 再 掲 0x 

平成２８年度 事業概要9,教育委員会0x 
9,一般会計0x 

事 業 名  
平成２８年度財務部長内示額 
平成２８年度知事復活要求額 
ｌ平成２７年度当初予算額１  

摘 要 

千円  

２６５,０８１ 生徒の学力状況を把握、分析・検証することにより、学習内容の着
実な理解と教育活動9,指導・評価0xの改善・充実に生かすとともに、
府内における評定の公平性を担保することを目的に中学生を対象とし
た学力調査を実施する。

【２ページ主要事業１ 参照】

府内８４中学校を事業実施校に指定し、 学力向上に向けた具体的な
取組み等を盛り込んだ「学校活性化計画」に基づいた取組みへの支援
を行う。

また、 市町村の学力向上の取組みを活性化させ、 小中学校の学力向
上を図ることを目的に、 特に支援が必要な市町村に対して取組みを推
進するための経費を補助するとともに、 府教育委員会が対象市町村の
取組みについて指導・助言を行う。

０スクール・エンパワーメント支援チームの派遣
０スクール・エンバワーメント支援員の派遣
０フォーラムの実施 ・
０市町村「アクションプラン」実行のための経費補助
０事業期間 平成２５0x２９年度  

9,１５２,７６１0x 

６４,７８４ 

9,６４,６１９0x 

府内小・中学校の児童生徒の学力向上を図るため、学校の状況にあ

０小学校9,３年生以上0x一国語・算数・理科
０中学校一国語・数学・英語・理科

８,0 



骨太の英語力養成事業費

英語数育推進事業費

外国人による語学
指 導 充 実 費

グローバルリーダーズ
ハイスクール支援事業費

実業教育充実事業費

高等学校支援教育力
充 実 事 業 費

学 習 支援事 業 費

１７,１９４ 

9,２２,５６９0x 

１３,９３８ 

9,１２,８３４１ 

４５９,７９８ 

9,４６３,５６９0x 

３２,８０５ 

9,３８,９８１0x 

５０,８６２ 

9,４９,１８８0x 

７,２６９ 

9,７,２７０0x 

長 期 入 院 生 徒１ ６,３４６ 

就学支援金関連事業費

9,６,３４６0x 

１６,５２４,５４０ 

9,１１,３５５,５８７0x 

府立高校生の英語４技能9,「読む」 「聞く」 「話す」 「書く」0x
を、 高校３年間で英語圈の大学で修学できるレベルに引き上げるた
め、府立高校１７校においてＴＯＥ Ｆ Ｌ ｉ ＢＴを扱った授業を行
うｏ

【５ページ主要事業４ 参照】

グローバル社会で活躍する人材を育成するため、 英語力の底上げを
図ることを目的に、在籍校によらない「オール大阪」の視点で、英語
科教員の指導力を高めながら、意欲ある生徒に対する「聞く・話す」
能力の鍛錬支援を行い、 生徒の英語力向上をめざす。

【５ページ主要事業４ 参照】

外国語教育を充実し、 英語等によるコミュニケーション能力や国際
感覚豊かな高校生を育成するため、 府立高等学校への英語指導等を行
う外国人英語指導員の配置及び語学学校等に動務する外国人英語講師
の派遣を行う。

０外国人英語指導員の配置〔Ｎ ＥＴ〕 ８２名
０外国人英語講師の派遣〔Ｔ,0Ｎ ＥＴ〕 ５０校

グローバルリーダーズハイスクールにおいて、 知識を基盤とするこ
れからのグローバル社会をリードする,샤オを育成する。 また、 各校が
実施する特色ある取組みを支援するとともに、 外部有識者による評価
を行う。

将来の大阪の産業を担う技術者として工科高校等の生徒を育成する
ために、 老朽化により精度が低下した設備や安全性の確保が困難な設
備の更新や、 企業等との連携による技術・技能研修を実施する。

自立支援推進校等の中から支援教育サポート校に指定した４校に
「支援室」 を設置し、 障がいのある生徒の教科指導等のノウハウを当

該地域の府立高等学校と共有、 活用を図る。

3,病気・ケガなどによる入院のために長期間登校できないが、就学の
意恩を強く持ち学習意欲がある生徒の学習を支援する。 

０公立高校生就学支援金事業費 
府内公立高校在籍で年収が概ね９１０万円未満の世帯の生徒に就学支

援金を支給する。3,

０公立高校生奨学給付金事業費
国公立高校に在籍で非課税世帯の生徒に対して、授業料以外の教育

費負担を軽減するため、 奨学給付金を支給する。

０特別支援教育就学奨励扶助費
特別支援学校高等部に在籍する生徒の保護者などの経済的負担を軽

減するため、 IＣＴ機器購入費等9,平成２６年度国制度拡充分0xの就
学奨励費を支給する。 

,0９ 

事 業 名  
平成２８年度財務都長内示額 
平成２８年度知事復活要求額 
9,平成２７年度当初予算額１  

摘 要 

千円  



大阪市立特別支援学校
一元化関連事業費
9, ,0 部 再 掲 0x 

１,６２３,４６１ 
※Ａ４,８２５ 
9,３４６,３１９0x 

※調整要求中

府 立 支 援 学 校ｌ ２,６７４,０３９ 
通学バス運行事業費

9,２,０３０,５１７0x 

市町村医療的ケアｌ １１０,３９０ 
体制整備推進事業費

高度医療サポート
看護師配置事業費

府立支援学校福祉 ・ 
医 療 関 係 人 材
活 用 事 業 費

支援教育地域支援
整 備 事 業 費

9,１１２,８８０0x 

４,１５０ 

9,４,１７０0x 

７,３９７ 

ｌ５,５２１0x

９５,３８０ 

9,６８,７３４0x 

大阪市立特別支援学校の大阪府への一元化9,平成２８年４月0x に伴
う連営経費9,시牛費除く0x 

【７ページ主要事業６ 参照】

０通学バス２７１台

小中学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒に対応するた
め、 看護師を配置する市町村に対し、 その経費の一部を助成する。

府立支援学校に在籍する高度な医療的ケアを必要とする児童生徒に
対応するため看護師を配置する。

府立支援学校における教育の充実を図るため、 福祉医療関係の専門
的な知識のある人本オを特別非常勤講師として配置する。

府立支援学校のリーディングスタッフ9,府立支援学校教員0xが十分
に活動できるよう非常勤講師の配置等を行う。
０リーディングスタッフ地域の小中学校等へ巡回相談を実施

事 業 名  
平成２８年度財務部長内示題 
平成２８年度知事復活垂求部 
ｌ平成２７年度当初予算額１  

摘 要 

千Fx9  

広報強化推進事業費  ９,１８７  進学フェアを開催し、 中学３年生やその保護者に各校の魅力をア 
9,大阪教育ゆめ基金活用0x  ビールするとともに平成２９年度の入学者選抜制度について説明を行 

9,９,１８７0x  うｏ 

併設型中高一貫校 
整 備 事 業 費  

１２７,４１９  併設型中高一貫校の設置にあたり、 必要となる施設整備 9,技術室、 
配膳室の整備等0xや中学校用教具の調達等を行う。  

9,３,７５１0x  

府立高等学校再編 
整 備 事 業 費  

１４６,８０３  府立高等学校の再編整備を推進する。 
０エンパワメントスクールの設置 

9,１８６,０３６0x  エンパワメントスクールの設置にあたり、 生徒支援を充実するため 
のＳ ＳＷ等の外部人材の配置、 「学び直し」 「わかる授業」を徹底す 
るための無線ＬＡＮ環境整備、 生徒の進路に応じた専門科目の充実に必 
要となる実習設備等の整備等を行つ。 
０普通科総合選択制から総合学科、 普通科専門コース設置校への改編 

総合学科、 普通科専門コース設置校への改編にあたり、 生徒の希望 
する進路を実現するために必要となる実習設備や進学支援用教具等の 
整備を行う。 ・ 

社会人等活用推進費  １４２,６４０  地域や社会で活躍する優れた技能や専門的な知識を有する人を 「学 
校支援人材バンク」 に登録し、 指導者として学校教育に広く活用す 

9,１３８,７３１0x  る。 

０学校支援社会人等指導者の活用9,高等学校、支援学校0x 
０特別非常勤請師の活用9,高等学校0x 

１０,0 



事 業 名  
平成２８年度財務部長内示藤 
平成２８年度知事復活要求審 
ｌ平成２７年度当初予算額0x  

摘 要 

千Ｆ  

知的障がいのある生徒の  ２７,９６５  知的障がいのある生徒の後期中等教育を充実するため、 府立高等学 
教育環境整備事業費  校に設置した自立支援推進校及び共生推進校において、 「ともに学 

ｌ２７,５２７0x  び、ともに育つ」教育を推進する。 

０自立支援推進校 ９校 
9,園芸、柴島、阿武野、西成、松原、枚方なぎさ、八尾翠翔、 
堺東、貝塚0x  

０共生推進校 ８校 3, 
9,枚岡樟風、千里青雲、芦間、久米田、北損つばさ、信太、 
緑風冠、金剛0x 

※学習サポーター、 非常勤請師も活用。 

特別支援教育指導費  ２５,４０４  府立支援学校における教育内容、 教育環境の充実を図る。 
０医療的ケアの必要な児童・生徒のための宿泊学校行事への看護 

師の随伴x9宿泊学校行事看護師付添費4, 9,２０,８９９0x  
０各市町村就学指導委員会、 府立支援学校入学対象者に対する就 

学指導く特別支援学校就学指導充実費4, 
０支援学校内で行われている医療的ケアを継続して実施するため 

の法定研修 
０発達障がい等のある児童生徒の引継ぎに関する調査研究 9,２市を予 
定0x 

就労支援・キャリア教育  １３,０２７  府立支援学校においてモデル校を指定し、企業等のニーズや実情を 
踏まえた授業の改善・充実等取組みを推進するとともに、そのノウハ
ウを障がいのある生徒が在籍する高等学校とも共有する。 

強 化 事 業 費  
9,１３,０４７0x  

障がいのある生徒の個々の状況に即した学校生活や学習の支援を行 
うため、 専門的な知識を持つｻ I等を配置する。 

障がいのある生徒の 
高校生活支援事業費  

１０８,９２０  

9,１１０,５９４0x  
０工キスパード支援員9,臨床心理士等0xの配置 
０学習支援員・介助員の配置 

x9子どもた ち の豊力x9でた x9ましｔ 、人間性をは くくみます4,

制
費
»
 

体
業
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支
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７６,６４９ 
※１００,２９９

9,이
※復活要求中

生徒指導機能充実ｌ ３３０,０００ 
緊急支援事業費

いじめ対策支援事業費

被害者裁済システム
運 用 事 業 費

9,３３０,０００0x 

１,６３９ 

9,１,７２５１ 

３,６０５ 

9,１,６３５0x 

暴力行為が增加している小学校において専門人材を活用したチーム
支援体制を構築し、 問題行動の減少を図る。

０対象校数 暴力行為が１０件以上発生している小学校５０校
【３ページ主要事業２ 参照】

中学校における生徒指導機能を充実させ、 「５つのレベルに応じた
問題行動への対応チャート」 9,平成２５年８月作成0x の活用を促進する
ことにより暴力行為発生件数を減少させる。
０生徒指導主事が生徒指導体制の中心として活動できるよう時間講師
を配置。
０効果的な事業推進を支援するため生徒指導支援チームを派遣。
０対象校数 府内中学校 １６２校9,政令市含む0x

いじめの実態把握から重駕な事案の対応までの一貫した取組みによ
り、 いじめ問題の根本解決を図る。
０いじめ対策支援アドバイザー9,弁護士等0xの派遣

民間相談窓口を開設し、 電話による相談及び面接相談を実施すると
ともに、 児童生徒及び保護者の意向に即した支援を行う。 

,0１１ 



事 業 名  
平成２８年度財務部長内示額 
平成２８年度知事復活要求額 
ｌ平成２７年度当初予算額0x  

摘 要 

千円  

様々な課題を抱える生徒0; 
高校生活支援事業費  

６,２４６  様々な課題を抱える生徒が多く在籍する定時制高校４校に、 スクール 
ソーンャルワーカ一を配置し、 社会資源につなげることなどを通じ 

« 新 規 ｻ  
て、学校への定着を図る。 9,０0x  

【４ページ主要事業３ 参照;1 

スクールカウンセラー ３４３, ０７５  いじめや不登校などへのきめ細かな対応を図るため、 児童生徒の心 
配 置 事 業 費  のケアとモチベーションの回復や保護者等の悩みの相談等に効果的な 

9,３４７,５５５0x  役割を果たすスクールカウンセラー9,臨床心理士0x 等を中学校に配置 
する。 

スクールソーシャル ３０,６０７  学校と福祉をつなくx9専門家として、 スクールソーシャルワーカー等 
ワーカー配置事業費  を府内市町村に派遣し、 子どもの生活環境に働きかけることにより問 

9,２８,９９４0x  題行動等の未然防止、早期対応・解決を図る。 

生徒指導上の課題を総合的に提えた支援対策として、 ２４時間電話 児 童 生 徒 支 ｰﾚ  ３４,４３０  
総合対策事業費  相談の実施、いじめの対応や不登校児童生徒に対する支援、命に関わ 

9,３５,７８２0x  る重篤な事象や学校だけでは困難な事象に対する支援に取り組む。 

道徳教育推進事業費  
５,９１１  教科化に向け多様で効果的な指導方法の研究に取り組む。 

０推進指定校9,１４校0xによる取組み 
9,３４,８５２0x  ０推進指定校の研究成果を共有するためのフォーラムの開催 

０道德教育に係る研修会等の実施 

キャリア教育支援 
体制整備事業費  

４８,５０７  就職内定率や進路未定者に課題を抱える学校に対して、 就職支援 
コーディネーターやソーシャルワーカーを配置し、 キャリア教育の推 

9,５０,９５５１  進を図る。 

０対象校数 府立３２校 私立５校 

帰国児童生徒放課後  ２,３３３  
学習 支援事業費  日本語指導が必要な児重生徒対象の放課後学習等における指導を充 

9,７,２１２0x  実させることで、 当該児童生徒の学力向上を図る。 

帰国渡日児童生徒受入体制  ７,２００  帰国・渡日して間もない外国籍児重生徒等が、 日常の生活に必要な 
整備支援事業費  日本語の早期習得を図れるよう通訳者の派遣を行う市町村に対して補 

助を行う。 « 新 規 ｻ  9,０0x  

８,３３２  日 本 語 教 育  日本語指導が必要な外国籍生徒等が在籍する府立高等学校に対し、 
学校支援事業費  日本語・母語指導や生活適応指導等を行える教育サポーター等を派遣 

9,９,５９３0x  する。 

２,0 



子どもの体力づく り
サポート事 業費
« 新 規 ｻ

9,大阪教育ゆめ基金活用0x ・ 

子ども元気アップ
プロジェクト事業費
9,大阪教育ゆめ基金活用0x 

競技力向上対策事業費

学校給食 実 施 費

※９,３７２
9,０0x 

※調整要求中

１,２００ 

9,１,２００0x 

２０,２２８ 

9,２１,２９２0x 

４６７,３６４ 

9,３２８,３９３0x 

小学校の体育授業に体育専門の大学やプロスポーツ団体など、 地域
の人的 資源を活用し、 専門的な技術指導力を備えた指導者や学生を派
遣することで、教員と連携しながら、子どもの運動に対する意欲・関
心を高め、体力の向上につなげる。

,0 【６ページ主要事業５ 参照】

大阪の子どもたち 9,小学生0x の心身の健やかな成長や体力の向上を
図るため、 “熟中・協力・感動x9x9をテーマにスポーツ大会を開催す
る。

０ドッジボール大会9,２８年１１月予定0x
０ジャンプアップ大会9,２８年１２月予定0x
０駅伝大会9,２９年２月予定0x

長期的・継続的な競技力の定着化を図り、 本府スポーツのより一層
の普及・振興を図る。

０国体選手の強化事業助成等9,４０競技0x
０一般競技の強化助成費 9,２０競技0x 

府立支援学校及び夜間定時制高等学校に学ぶ児童・生徒の心身の健
全な発達に資するため、安全・安心な学校給食を実施する。
０府立支援学校給食調理業務委託

箕面,八尾・和泉・吹田・富田林・茨木・佐野・泉南
摂津・交野・泉北高等、岸和田、枚方、西浦、守口、思斉
住之江、平野の各支援学校
堺・だいせん高等の各聴覚支援学校9,２０校0x

０給食センター委託事業
交野四條畷校の支援学校9,１校0x ・

０デリバリ一給食実施 夜間定時制高等学校４校
０学校給食における安全性の確保

・ 府立学校給食用老朽備品の更新・

・給食用食材の定期検査
・栄養教諭・栄養職員研修の実施等

,0１３ 

事 業 名  
平成２８年度財務部長内示額 
平成２８年度知事復 活要求額 
9,平成２７年度当初予算額１  

摘 要 

千円  

あいさつ運動推進事業費  ５,０００  小中学校等において、愛さつ０ Ｓ Ａ Ｋ Ａのロコx9マークやのぼり等を 
活用したあいさつ運動を展開する。 

9,大阪教育ゆめ基金活用0x  9,５,０００0x  
また、府立学校の児童・生徒が行うボランティアや地域活動等に必 

要な物品等を支援するとともに、 頭著な取組みを表彰する。 

府立博物館管理運営費  ２７７,３８４  府立の博物館の管理運営を行う。 
０弥生文化博物館運営費 

9,２７８,０５１１  ０近つ飛鳥博物館及び近つ飛鳥風土記の丘運営費 

文化財調査事務所運営費  １６,０８７  文化財調査事務所等の維持管理 

9,１７,７４８0x  

指定文化財等保存事業費  ２５,０７８  国及び府指定文化財の保存修理等に対する助成等を行う。 

０有形文化財保存修理費等補助金 
3, 9,２６,２１３0x  ０文楽協会補助金 

<子どもた ち の健やかな体をは くくみ ます4, 



事 業 名  
平成２８年度財務部長内示Iｌｌ 
平成２８年度知事復活要求都 
9,平成２７年度当初予算観１  

摘 要 

千Fx9  

x9教員の力とやる気を  

教職員研修の充実  １６３,６９８  教職員研修 
x9府教育センターで実施予定の研修4, 

9,１６６,３５４0x  総合研修 ８０講座 
課題別研修 ６０講座 
授業力向上研修 １０ ０講座 
合 計 ２４０講座 
x9各課で実施する研修4, 

・初任者研修 
・キャリアアップ支援研修 

教職員採用選考費  ３１,５０３  教員としての資質、意欲にあふれた샤オを確保するため、 教員採用 
選考テストのＰ Ｒ活動に力を入れるとともに、 教員採用選考の一層の 
工夫・改善に努める。 9,３３,４００0x  
０説明会一広報活動の充実等 
０教員志望者及び合格者を対象とした事業の実施 

, 大阪教志セミナーの実施 

・合格者対象セミナーの実施 
・教員チャレンジテストの実施 

教職員の資質向上方策  ３,５２５  改正教育公務員特例法に基づき、 「指導が不適切である」 教諭等へ 
の認定及び指導改善研修など具体的な対応を実施する。 

地公法、地教行法に基づき、教職員の意欲・資質能力の一層の向上 
と学校の活性化をめざして、 教職員の評価・育成システムを実施す 

推 進 事 業 費  
9,３,６８４0x  

る。 

４,0 



教職員定 数
,0 部 再 掲

学校経営推進事業費

４７３,１２０,４９４ 

9,４７２,２６７,８８５１ 

７５,４０７ 

9,１２１,３５５0x 

校長マネジメント１２２７,４００
推 進 x9事 業 費

教育総合相談事業費

府立学校教育ｌｃ Ｔ化
推 進 事 業 費

9,２１３,０００0x 

１９,９３８ 

9,２０,１９０0x 

８０５,５２４ 

9,６０８,５９３0x 

１3,定数の状況 ※人数は条例定数9,対前年比0x
小学校9,義務教育学校の前期課程を含む0x

 ２７, ０９９人 9, ８人0x 9,※0x
中学校9,義務教育学校の後期課程を含む0x

１６, ０８０人 9,Ａll２ｽﾃ 9,※0x
府立中学校 ８人 9, ８人0x
高等学校 １０, ０３９人 9, ４人0x
特別支援学校 ５, ７３８人 9, １３５人0x

計 ５８, ９６４人 9, ４３人0x
※調整要求中のものを含む

２3,学級編制基準 ・

小学校 9,義務教育学校の前期課程を含む0x
１0x２年生３５人、３0x６年生４０人
9,支援学級障がい種別ごとに８人0x

中学校 9,義務教育学校の後期課程を含む0x
４０人9,支援学級 ８人0x ・

高等学校 ４０人
特別支援学校

・幼稚部 ６人
・小・中学部 ６人
・高等部9,本科0x ８人
,重複障害学級 ３人 
,訪問学級 ３人

学校経営を強化するため、 予め指定した項目に関して、 効果の見込
まれる事業計画を提案する学校に支援を行う。 

学校経営計画に示された中期的目標に基づき、 校長・准校長がその
責任と権限において学校経営を推進するため、 校長一准校長のマネジ
メントに必要な予算措置を行う。 

教育センターにおいて、 様々な悩みを持つ子どもや保護者等に対
し、インターネット等の手法も活用し、効果的かつ効率的な相談を実
施する。

０専用電話相談の実施
０２４時間相談窓口の実施
０教職員の悩みの相談の実施
０対面相談の実施
０カリキュラムＮＡＶ ｉプラザの運営

府立学校において教職員が総務事務等を行う情報基盤の継続的かつ
安定的な運用を行うとともに、 校務処理システムの継続的なメンテナ
ンスを行うことで、校務の情報化・効率化を図る。 

,0１５ 

事 業 名  
平成２８年度財務部長内示額 
平成２８年度知事復活要求額 
ｌ平成２７年度当初予算額0x  

摘 要 

千円  



地域くるみの学校安全体制ｌ １１,７６４ 
整備推進事業費補助金

9,１２,３８３0x 

府立学校老朽化対策費ｌ １,４２６,１２２ 

府立学校耐震性能向上 ・ 
大規模改造事業費

※ １５３,４０１ 
9,１,５１２,３８８0x 

※調整要求中

２,６３０,１６７ 

9,２,５６４,２４１0x 

学校安全ボランティア9,スクールガード0xを活用した効果的な安全
体制を整備し、 地域との連携を重視した学校安全に関する取組みを行
う市町村を支援する。 3, 

老朽化した府立学校施設を計画的に改修を行い、 良好な教育環境を
提供する。
０エレベーター改修工事 高等学校２校、 支援学校３校
０高圧受変電設備改修工事 高等学校５校
０外部改修工事 高等学校８校１０棟
０トイレ改修工事 高等学校５校 3,
０緊急改修工事 など 3, 

耐震化が困難な校舎の改築、 府立学校校舎の天井・照明器具等の非
構造部材の耐震化対策を行う。

０耐震大規模改造事業
耐震困難校舎の建替に伴う設計費・現校舎撤去費

０非構造部材の耐震化対策
体育館の天井照明、武道場の天井等の対策工事・設計

※支援学校については、 ２７年度２月補正予算で措置
9,３校 ３棟分 補正額 ８７,０４５千円0x 

事 業 名  １ 平成２ａ年度財務部長内示額 
平成２８年度知事復活要求額 摘 要 
ｌ平成２７年度当初予算額0x  

教 育 総 合 情 報  ７７,５２４  府立学校における情報通信ネットワークの基盤整備を行うことによ 

ネットワーク事業費  り、 ｌｃ Ｔ教育の活性化及び業務の効率化を図るとともに、 インター 
9,５１,０１９0x  ネット等を活用した研修の実施など、教育センターにおける研修・研 

究機能の充実を図る。 

学校情報ネットワーク ７１３,５１２  学校図書館を 「学習情報センター」 として情報通信機器を設置する 
とともに、 生徒がインターネットで情報収集ができるよう校内や教育 事 業 費  

9,５４０,１３９0x  センターと各学校とのネットワーク網の運用を行う。 

学校情報ネットワーク １３１,６８７  平成１２0x１３年度に導入した学校情報ネットワーク全体につい 
再 構 築 事 業 費  て、 回線増強をはじめとする再構築を行うことで、・経費の縮減および 

9,１３７,７０９0x  
IＣ Ｔを活用した学習環境の整備を進める。 

9,事業年度0x 
平成２７0x２９年度 詳細設計・機器調達・設定 

１６,0



事 業 名  
平成２８年度財務部長内示額 
平成２８年度知事復活要求額 
ｌ平成２７年度当初予算義１  

摘 要 

千円  

府立学校施設 ・  １,０２１,７８０  府立学校の建物の福祉整備等の改修工事を行い、良好な教育環境の 
設 備 改 修 費  確保を図る。 

9,８８０,０１０0x  ０福祉のまちづくり関連整備  
・エレベーター設置工事 
・スロープ、手すりの設置、障がい者用トイレの設置 

高等学校教育環境  １,４９７,６２７  夏季休業期間を中心に府立高等学校において行われている多様な取 
改 善 事 業 費  組みの教育効果を高めるとともに、 さらなる教育環境の向上を図るた 

め3,普通教室等に導入した空調機により、 快適な学習空間を提供す 
る。 

9,１,４９７,６３８0x  

０契約手法 一括業務委託方式 
契約期間 １５年度0x２９年度 ,0 

府立学校維持管理費  ４,８４７,１１９  府立学校における維持管理運営経費 
０高等学校 １３８校 

9,４,７４７,４３６0x  ０支援学校 ４４校・２分校 

金岡高等学校アスベスト飛散事故を踏まえ、 金岡高校校舎の吹付ア
スベスト対策を実施する。 

アスベスト対策事業費  ２１０,４１５  

9,１９３,０６４0x  
０「アスベスト飛散事故に関する協議会」の運営等 
０アスベスト除去工事・実施設計 

臨海スポーツセンター ２,３３６  府立臨海スポーツセンターにおける当面必要となる各種改修工事を 
耐震等改修事業費  行う。 

０２８年度 アイススケートリンク改修に係る基本計画策定 9,１０２,８３４0x  

<地域の教育コミュニティつx9くりと⊠育を⊠します> 

教育コミュニティづ
推 進 事 業

くりｌ ６７,１８２ 
費

9,６９,８２６0x 

地域社会が一体となった教育コミュニティの取組みを一層進めるた
め、地域の実情に応じて市町村が行う学校・家庭・地域の連携協力に
よる様々な取組み9,学校支援地域本部・おおさか元気広場・家庭教育
支援0xを支援する。  

,0１７ 



事業名  
平成２８年度財務部長内示額ｌ

   

千円  

７９２x9１６７ 府立の図書館の管理運営を行う。 

9,８３４,６４１0x ,3,、 813,  3,  ゛ 
０中央図書館 資料の収集、国際児里文子館の運昌など 

０中之島図書館 資料の収集、ビジネス支援室の連営、 
指定管理制度導入など 

６３x9３１５ 府立の社会教育施設の管理運営を行う。 

9,７０,４７２0x ０少年自然の家運営費 

ｉ 

府立図書館連営費  

社会教育施設運営費  

１８,0 



平成２７年度一般会計補正予算9,５号0x要求状況主要事業概要9,教育委員会0x 

9,一般会計0x 

事 業 名  
平成２７年度５号81ｌit正予算票顯 
平成２７年度現計予算顯 

9,平成２７年度第５号補正後予算系 
額 0x  

摘 要 

千円  

不登校児童生徒への支援  ２５,９０５  教育支援センター9,適応指導教室0x やフリースクール等で学ぶ不登 
校児童生徒の状況に応じた総合的な教育支援体制を構築するための国 
のモデル事業を活用し、 不登校児童生徒が自信を持って学べる教育環 
境を整備する。 

・教育支援センター等の設置促進支援 
・フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援 

モデル事 業 費  ０  
9,２５,９０５0x  

９81 



教育委員会 平成２８年２月定例府議会提出予定議案の概要

１3,事件議決案9,１件0x 

件 名  概 要  所管課 

大阪府公立高等学校  大阪府公立高等学校定時制課程及び通信制課程  

定時制課程及び通信  修学奨励費貸付金の債務者に対して、 大阪府が有す  
制課程修学奨励費貸  る債権を放棄することについて議決を求めるもの。  

付金に関する債権放  〔放棄する債権〕  
棄の件  ・貸付額６７３万３千円のうち、回収不能となつ  高等学校課 

た４８２万７千３百円及び当該貸付金に係る  

遅延損害金  
件 数81７５件  

２3,条例案9,１０件0x 
件 名  概 要  所管課 ・ 

職員の給与に関する  １ 学校教育法の改正に伴い、小学校。中学校教育  

条例一部改正の件  職給料表を適用する者に義務教育学校に勤務する  
職員を追加する。  

施行予定期日81平成２８年４月１日  

２ 大阪府立富田林中学校の設置に伴い、高等学校  
高校再編整備課 
教職員企画課 

等教育職給料表を適用する者に高等学校における  
教育と一貫した教育を施す中学校に勤務する職員  
を追加する。  

施行予定期日81平成２９年１月１日  

職員の勤務時間、休  学校教育法の改正に伴い、 教育職員に対する時間  
日、休暇等に関する  外勤務等の特例の対象となる教育職員に義務教育学  

教職員企画課 条例一部改正の件  校の職員を追加する。  

施行予定期日81平成２８年４月１日  

職員の特殊勤務手当  3,学校教育法の改正に伴い、教員特殊業務手当の支  
に関する条例一部改  給対象者に義務教育学校に勤務する職員を追加す  
正の件  る。  教職員企画課 

施行予定期日81平成２８年４月１日  

大阪府の施設におけ  学校教育法の改正に伴い、 教職員の定義に義務教  

る国旗の掲揚及び教  育学校に動務する職員を追加する。  
職員による国歌の斉  施行予定期日81平成２８年４月１日  小中学校課 
唱に関する条例一部  
改正の件  

２０,0 



,0２１ 

府費負担教職員定数  １ 市町村立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う  

条例一部改正の件  学級数の増減並びに国の定数改善等に伴い、 府費  
負担教職員の定数を改正する。  

。小学校  
２７, ０９１人→２７, ０９９人9,※0x  

・中学校  

１６, １９２人→ １６, ０８０人9,※0x  
。高等学校  

２９人→ ２８人  
教職員人事課 

。特別支援学校  

１, ６０２人→ １９７人  
※調整要求中のものを含む  

２ 府費負担教職員の定数について、小学校に義務  

教育学校の前期課程を、 中学校に義務教育学校の  
後期課程をそれそれ含むこととする。  

施行予定期日81平成２８年４月１日  

大阪府立学校条例   １ 府立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級  

一部改正の件  数の増減並びに国の定数改善等に伴い、 府立学校  
の教職員の定数を改正する。  
・高等学校 １０, ００６人→ １０, ０１１人  
・特別支援学校４, ０ ０１人→ ５,５４１人  

施行予定期日81平成２８年４月１日  

２ 大阪府立高等学校,大阪市立高等学校再編整備  高等学校課 
計画に基づき、 規定の整備を行う。  高校再編整備課 

施行予定期日81平成２８年４月１日  教職員人事課 

３ 大阪府立富田林中学校を設置し、中学校の教職  

員の定数及び入学検定料を新たに設定する。  

・中学校の教職員の定数81８人  
。中学校の入学検定料81２, ２０ ０円  

施行予定期日81平成２９年１月１日  

大阪府立図書館条例  行財政改革推進プラン9,案0xに基づき、図書館の  
一部改正の件  図書、記録その他の資料に関する証明の手数料の額  

を改正する。  

・図書館の図書、記録その他の資料に関する証  
地域教育振興課 

明を受けようとする場合の手数料81  

２・７０円 → ４００円  
施行予定期日81平成２８年４月１日  



大阪府文化財保護法  １ 文化財保護法施行令の改正に伴い、地方教育行  

に基づく事務に係る  政の組織及び運営に関する法律第５５条第１項の  

事務処理の特例に関  条例による事務処理の特例制度に基づき、島本町、  

する条例一部改正の  豊能町及び太子町が処理することとしている文化  
件  財保護法に基づく史跡名勝天然記念物の現状変更  

等の許可の事務等について所要の改正を行う。 ・  

２ 文化財保護法施行令の改正に伴い、地方教育行  
文化財保護課 

政の組織及び運営に関する法律第５3,５条第１項の  

条例による事務処理の特例制度に基づき、 能勢町  
ほか６町村が処理することとしている文化財保護  
法に基づく史跡名勝天然記念物の現状変更等の許  

可等の通知に関する事務について規定の整備を行  
うｏ  

施行予定期日81平成２８年４月１日  

大阪府福祉行政事務  地方自治法第２５２条の１７の２の条例による事  
に係る事務処理の特  務処理の特例制度に基づき、 就学前の子どもに関す  
例に関する条例一部  る教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律  
改正の件  に基づく事務の一部を大阪市、堺市、高槻市、池田  

市、 松原市及び箕面市が処理することとする。  小中学校課 
施行予定期日81平成２８年４月１日ほか  

9,府民文化部及び福祉部と共管0x  

大販府認定こども園  １ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、 職員、  

の認定の要件並びに  設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、 朝  
設備及び運営に関す  タの保育教諭配置の要件弾力化や小学校教論等の  

る基準を定める条例  活用など、 要件緩和を行う。  

一部改正の件  施行予定期日81平成２８年４月１日  

２ 建築基準法施行令の一部改正に伴う児童福祉施  
小中学校課 

設の設備及び運営に関する基準 9,幼保連携型認定  
こども園への準用のある部分0xの一部改正に伴い、  
所要の改正を行う。  ・  

施行予定期日81平成２８年６月１日  

9,府民文化部及び福祉部と共管0x  

２２,0 
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３3,報告9,１件0x 
件 名  概 要  所管課 

債権放棄報告の件  教育委員会が所管する債権について、大阪府債権  
の回収及び整理に関する条例第６条第３項の規定  

により放棄したので、同条第４項の規定により報告  
する。  

9,１0x大阪府公立高等学校定時制課程及び通信制課  
程修学奨励費に係る貸付金  

件 数81３件  
高等学校課 

金 額81２２,０００円  
保健体育課 

専 決 日81平成２８年１月２７日  

9,２0x独立行政法人日本スポーツ振興センター法に  
基づく災害共済給付に係る共済掛金  

件 数81１００件  
金 額81１０７, ２８９円  
専 決 日81平成２８年１月２１日  



併設型中高一貫校と して府立富田林高等学校に併設する中学校の学校概襲

１3,基本的枠組み ,0
9,１0x校名 大阪府立富田林中学校3, 

9,２0x設置場所 現在の大阪府立富田林高等学校校地内に設置

9,３0x設置。運営形態
①併設型中高一貫校 

学校教育法第７ １条に規定する「同一の設置者が設置する中学校及び高校」 9,富田林高校に中学校を併設し、
併設型中高一買校として運営する0x とする。

②コミュニティ・スクール
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４７条の５に規定する「学校運営協議会」を設置する。

9,４0x学校規模
中学校１学年３学級１２０人 ,0

x9参考4,高 校 １学年６学級２４０人9,富田林中学校からの内部進学が３学級、外部からの入学が３学級0x 

9,５0x通学区域 大阪府内全域

9,６0x開校年度 平成２９年４月9,富田林中学校１年生受け入れ開始0x 

２3,中高一貫教育の理念
9,１0x教育の目標

「南河内の誇りを胸に抱き、世界とつながり、活躍できる人材」の育成

9,２0x育みたい３つの資質
① グローバルな視野とコミュニケーション力
② 論理的思考力と課題発見。解決能力
③ 社会貢献意識と地域愛

３,中高一貫校の教育課程の概要
9,１0x 教育課程編成の基本方針

「２3, 中高一貴教育の理念」 に基づく人材育成を基本方針とし、 ６年間の教育課程を編成する。
高校においては、 富田林中学校から富田林高校へ入学した生徒 9,内進生0x と他の中学から入学した生徒 9,外進

生0x が幅広い人間関係の中で、 共に学び、 互いに切磋琢磨できるよう学級編制、 講座編成や学校行事等を工夫す
る。 

9,２0x中高一貫による６年間の教育の流れ
中学校、高校の６年間を基礎期、充実期、

教育内容を計画する。 
発展期の３期に区分し、 それそれの発達段階に応じた教育課程及び

学校  学年  期間  内 容 

富田林  
１  

基礎期  ６年間の基礎を固める。学習習慣・生活習慣の確立 
2  学ぶことの意義・方法の理解・修得 

中学校  ３  
充実期  

深く学ぶ授業を中心に、高い学力、広い視野、強い意志を養成 

富田林  
１  内進生と外進生の切磋琢磨の機会を設定 
２  

発展期  内進生と外進生を温合した生活・学習集団の中で、進路を見据えて自ら 
高校  ３  を鍛え、高い志を実現 

４3,学校生活 
9,１0x通学 本人及び保護者の住所が大阪府内であり、 保護者のもとから通学するｃ 

9,２0x給食 中学生は、全員給食とする。 

５3, 中学校の入学者の選抜方法
9,１0x募集定員 中学校３学級 １２０人

9,２0x実施日程 平成２９年１月

9,３0x 入学検定料 入学しようとする者は、 条例で定める入学検定料を納付する。 

9,４0x入学者選抜ではかる力 ,0
① 小学校卒業程度の基礎基本の学力、論理的に考える力、表現力
② 中高一貫校で６年間学び続けていくことができる意欲,適性

9,５0x検査内容
検査の種類  ・出題内容 
適性検査Ｉ  国語的問題 
適性検査 ]I  理科・社会融合的問題 
適性検査ＩII  算数的問題 

作 文  ４０ ０字程度 

9,６0x適性検査の出題方針
０小学校学習指導要領の内容に即した範囲の総合問題とする。
０小学校で学習した内容を基にして、 富田林中高一貫校で育みたい力につながっていく 「適性」 をみる。
０基礎的・基本的な知識・技能をみる問題と、 身に付けた知識・技能を活用する力や論理的思考力をみる工夫を

こらした問題をバランスよく出題する。

9,７0x選抜の方法
適性検査Ｉ 。 I[ ・ＩＩＩと作文の総合点が上位の受験者から合格とする。入学辞退者が生じた場合、繰上合格を行う。 

9,８0x合格者の男女比 
男女別にそれそれ募集定員の４５0xに相当する受験者9,５４人0xを合格、残りの１０0x9,１２人0xは男女比を問
わない。 

６3, これまでの経過と今後の予定

〔これまでの経過〕
平成２５年度

３月 府立富田林高等学校及び関係者から「富田林中高一貫校9,併設型0x」の設立についての要望書
平成２６年度

６月 府教育委員会 南河内地域における中高一貫校設置に向けた検討を進めることを報告
１２月 府教育委員会 南河内地域における中高一貫校を設置することを決定

平成２７年度
８月 府教育委員会 府立富田林高等学校に併設される中学校の学校概要について決定

〔今後の予定〕
平成２７年度

３月 府立中学校の設置に関する府立学校条例の改正
平成２８年度

４月 開校準備開始9,制服・教材等検討、広報資料作成等0x
入学者選抜方針9,選抜日程、検査時間、配点等0xの決定、公表

５月0x 保護者等対象学校説明会
７月 入学者選抜実施要項決定、公表
１月 入学者選抜

平成２９年度
４月 開校

２４,0



１ 大阪府の「読善が好き」な子どもの割合はこの５年間で改善し、 全国平均との差は縮まる傾向に
ある。しかし、中学生、高校生と年齢があがるに従って読書離れが進んでおり9,Ｐ２７図表１、２ 
参照0x、 、特に中高生に対する読書活動推進の取り組みが必要である。 

国全国学力・学習状況調査結果9,読書に関連する項目の経年変化0x

「読書が好き」と答えた児重・生徒の割合・小６ 「読書が好き」と答えた児重・生徒の劃合一中３ 

２ 子どもの読書活動について保護者に働きかけを行う幼稚園。保育所等や、読書活動ボランティア
と連携して読み聞かせを行う小学校は増えた9,Ｐ２７図表３、 ４参照0x:ものの、孚し幼児期や小学校
低学年の頃に読み聞かせをしてもらっていない子どもが相当数いる9,就学前81１５0x、 小学校低学
年81５０0x0x ことから、 多様な場で子どもへの読み聞かせを行う機会を拡大することが必要である。 

３ 子ども読書活動推進計画を策定している府内市町村は５年前に比べ３市増えて３４市町になった
ものの、 ９市町村が末策定である9,Ｐ２７図表５参照0x。 末策定や計画期間が終了した市町村にお
いては、計画の策定。改訂を進め、府。市町村それそれが計画的に子ども読書活動を進めていくこ
とが必要である。 

子どもの読書活動は、 子どもが人生を豊かに、 より深く、 主体的に生きる力を身につけて
いくうえで欠くことができないものである。 3, 

【子どもの読書活動の大切さ】

・感性を磨き、「豊かな心」を育む
・言葉を学び、知識を獲得し、思考を深化し、創造する力や表現力を磨き、更なる知的探究心を

育む ,
・必要な情報を主体的に収集・判断・表現,処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信, 

伝達できる情報活用能力を身につける
・生涯を通じて自発的に学び続けようとする習慣を身につける

読書好きであるかどうかは学力の様々な部分と強い関連

9,１0x子どもが本と出合うために9,きっかけづくり0x 

。おすすめの本の紹介9,リーフレットの作成、新刊紹介の講座など0x
。読み聞かせの重要性に関する啓発や手法の普及9,就学前読書活動フォーラ

ムや読み聞かせ研修会の実施など0x

。ピブリオパトルの普及9,中高生ビプリオパトル大会や研修の実施など0x
。府立図善館の中高生向け情報発信ウェブサイトの充実  

x9取組みの指標4,
①保護者に対して絵本の読み聞かせの請座、おすすめ絵本の紹介、おすすめ

絵本のリストの作成。配布などの取組みをしている教育。 保育施設の割合

②中高生向けに子ども読좋活動の支援を行っている公立図善館の割合

③府が実施する読み聞かせの重要性。手法に関する研修や講座の実施回数

9,３0x子どもが目的に応じて読む力をつけ、本から学ぷために
9,読む力、考える力の育成0x 

・学校で行う調べ学習への府立図書館資料の活用促進9,協力貸出しの実施、
高校への広報強化0x

x9教育センターや府立図書館による学校図害館や公立図홈館を活用した授

業展開等に関する研修の実施
。学校図書館を利用した先進的な取組み事例等の情報提供9,読書活動フォ
ーラムの実施0x

x9取組みの指標4,
⑥国語の授業で学校図書館を活用している公立学校の割合

⑦総合的な学習の授業で学校図書館を活用している公立学校の割合

9,２0x子どもが本と親しむために9,本を読むことの習價化0x 

。読善活動推進の好事例の収集。情報発信9,市町村図書館における中高生に

対する取組み、学校における読書指導や学校図書館の環境づくり・運営等
にかかる先進的な取組みなど0x

。府立図書館が行う学校等への団体貸出しの充実
。府立高等学校における学校図書館の開館時間の確保

x9取組みの指標4,
②中高生向けに子ども読書活動の支援を行っている公立図書館の割合9,再掲0x 
④月に数回以上全校一斉の読출活動を実施している公立小学校。公立中学校

の割合

⑤全校一斉の読書活動以外の取組みを実施している公立学校の割合

9,４0x子どもの読書環境づくりを支える人と体制をつくるために

。読害に親しむことの重要性について普及。啓発9,月に一度読害を楽しむ日
として「ＰＡＧＥ ＯＮＥの日」の設定、「子どｔ読書の日」等の広報及びイベ
ントの開催、民間団体と連携した普及・啓発活動の展開0x

・子どもの読書環境づくりを支える人への研修。支援9,公立図善館司書、学
校司書、司書教諭、読춤活動ボランティア等0x

x9取組みの指標4,
⑧府内市町村子どｔ読書活動推進計画の策定率

⑨府が実施する子どもの読書活動推進ｌこ関わる人を対象とする請座等の実施
回数

国 今後のスケジュール9,案0x
パブリックコメント平成２８年２月初旬0x平成２８年３月初旬

公 表 平成２８年３月下旬

※ 取組みの指標の数値は裏面参照

,0２５,0 
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指標  現状  目標値  
データの出典 9,平成２６年度0x  9,平成３２年度0x  

① 保護者に対して絵本の読み聞かせの講座、おすすめ絵本の紹介、おすすめ絵本のリストの作成・配布などの取組みをしている  公立幼稚園 ９５0x  １００0x  子どもの読書活動推進の取組み調査 
教育・保育施設の割合 、  公立保育園 ９６0x  １００0x  9,大阪府教育委員会・毎年0x 

② 中高生向けに子ども読書活動の支援※を行っている公立図書館の割合  
６８0x  ８５0x  子どもの読書活動推進の取組み調査 

9,※中高生向けの専用コーナーの設置・お勧め本リストの作成、ビブリオバトルの実施など0x   9,大阪府教育委員会・毎年0x 

③ 府が実施する読み聞かせの重要性 ・ 手法に関する研修や講座の実施回数  ３回  １０回  
実績による 

9,目標値は５年間の年平均回数0x 

④ 月に数回以上全校一斉の読書活動を実施している公立小学校・ 公立中学校の割合  公立小学校 ９１0x  １００0x  学校図書館の現状に関する調べ 
公立中学校 ６１0x   ８０0x  9,文部科学省・隔年0x 

公立小学校 ９７0x  １００0x  

⑤ 全校一斉の読書活動以外の取組みを実施している公立学校の割合  公立中学校 ６４0x  ８０0x  学校図書館の現状に関する調べ 
公立高等学校 ５０0x  ６０0x  9,文部科学省。隔年0x 
特別支援学校 ６８0x  ７５0x  
公立小学校 ９９0x  １００0x  

⑥ 国語の授業で学校図書館を活用している公立学校の割合  公立中学校 ８２0x  １００0x  学校図書館の現状に関する調べ 
公立高等学校 ４７0x  ６０0x  9,文部科学省・隔年0x 
特別支援学校 ５９0x,0   ７５0x  
公立小学校 ９７0x  １００0x  

⑦ 総合的な学習の授業で学校図書館を活用している公立学校の割合  公立中学校 ７６0x  ９０0x  学校図書館の現状に関する調べ 
公立高等学校 ２８0x  ３５0x  9,文部科学省。隔年0x 
特別支援学校 ４９0x  ７５0x  

⑧ 府内市町村子ども読書活動推進計画の策定率 9,期限切れを含まない0x  市 ６４0x  １００0x  「子ども読書活動推進計画」 策定状況調査 
町村 ２０0x  ７０0x  9,文部科学省・毎年0x 

⑨ 府が実施する子どもの読書活動推進に関わる人を対象とする講座等の実施回数 ,  ２８回  ３５回  実績による ・ 
9,目標値は５年間の年平均回数0x 



第３次大阪府子ども読書活動推進計画 9,素案0x の概要

開 本が好きな子どもの割合 
x4「子どもの読書活動推進の取組み等調査」9,大阪府教育委員会 平成２７年３月0x６月0x 

3,ｏ0x ２ｏ3,ｏ0x ４ｏｏ0x ６ｏ3,ｏ0x ８ｏ3,ｏ0x １ｏｏ3,ｏ0x

好き しどちらかというと好き あまり好きでない 、好きでない

ア  イ ウ  オ  キ  ク  

物語や内  誌みたい  本総ん  読むのに  何ｔ書い  文字だけ  その他  
無回答 だことが  ているの  では、イ わからな  

容が楽しく  と思う本   でも役に  時間がか     
おまりな  かわから  い  

ない  がない  立たない  かる  
い  

小学６年生  １１3,１0x  ３５,５0x  １２3,９0x  ３3,８0x  ３５3,２0x  ７3,７0x  １９3,５0x  １３3,２0x  １１3,５0x  ３3,１0x 
中学３年生  ８3,３0x  ４７3,６0x  １５3,４0x  ５3,１0x  ４０3,２0x  １１3,０0x  １７3,１0x  １２3,０0x  ０,２0x 

高技３年生  ４3,９0x  ３５3,５0x  ２３3,７0x  １3,４0x  ４３3,９0x  ４3,６0x  ９3,애  １０3,２0x  ４3,９0x  ０,７0x 

開 児童。生徒の読書状況  
x4 「子どもの読書活動推進の取組み等調査」 9,大阪府教育委員会 平成２７年３月0x６月0x 

小６ 81 81 基 Ｍ3,二x9,最ｆｊ30x

中３ 

高３ 

開 読書活動ボランティアと連携している学校、教育・保育施設の割合
x4「子どもの読書活動推進の取組み等調査」9,大阪府教育委員会 平成２７年３月0x６月0x 

保育所   幼稚園   小学校   中学校   高等学校   支援学校 

公立  私立  公立  3,国立,私立  公立  国立,私立  公立  国立・私立  公立  国立,私立  国立,公立 

平成２６年度  ７７3,７0x  ４９3,６0x  ７４3,４0x  ３５3,５0x  ８６3,２0x  ５８3,８0x  ４９3,５0x  ３3,８0x  １６3,４0x  １3,３0x  ３５3,６0x 

平成２１年度  ６９3,８0x  ５１3,９0x  ６０3,１0x  ２８3,４0x  ７８3,０0x  ２５3,０0x  １３3,０0x  ８3,８0x  １3,８0x  ８3,８0x  ２５3,０0x 

田 保護者に対して取組みを行っている教育・保育施設の割合
x4 「子どもの読書活動推進の取組み等調査」 9,大阪府教育委員会 平成２７年３月0x６月0x 

保育所   幼稚園  
公立  私立  公立  国立・私立 

平成２６年度  ９５3,５0x  ８１3,６0x  ９５3,１0x  ６７3,８0x 
平成２１年度  ８２3,１0x  ７３3,０0x  ７５3,１0x  ５７3,９0x 

１画表51 府内市町村の子ども読書活動推進計画の策定状況 9,単位81市町村数0x
x4「子ども読書活動推進計画策定状況調査」9,文部科学省 平成２２、２６年度0x 

２７,0 



Ｅ, 方針9,案0xの位置付け。学校施設の現状 3,3, 8181813,81 813, 3, 

０位置付け
・「大阪府ファシリティマネジメント基本方
針」9,平成２７年１１月策定0xの施設類型別
計画

◆取組期間
。平成２８年度0x平成３７年度9,概ね３年経過

時点で必要に応じ見直し0x 

9,棟１ 
１０００,0  

府立学校築年数別揀数ｌ平成２７年３月３１日現在１ 
文0x ｏ,3,  

８００,0  
７４１     

６００,0  

４００   
１９６   １６５   

２００,0  

０ 81  
１0x１０ １１0x２０ ２１0x３０ ３１0x４０ ４１0x５０ ５１0x６０ ６1~ 

9,築年数0x  

ｅ 方針9,案0xの２つの柱 8181 813,3,81813, 

０長寿命化の推進・予防保全型維持管理体制

への転換
・学校施設の長寿命化を推進し、維持・改築

経費を軽減。平準化
。改築時期は築後６０年をめどとしていたが、

今後は築後７０年以上が目標
。長寿命化を図るため、 事後保全型から予防

保全型の維持管理体制へ転換

。平成２８年度から概ね３年間で、点検・劣
化度調査等を実施

・調査結果を踏まえ、 各学校の中長期保全計

画及び修繕実施計画を策定

◆学校施設の適正配置 
・府立学校は幼児児童生徒数の增減等に合わ

せて適正に配置
。府立高校は、「再編整備方針」及び「再編

整備計画」に基づき、大阪市教育委員会と
ともに検討

。府立支援学校は、今後、府内全域の知的障
がい支援学校の児童生徒数の将来推計を
踏まえて検討

◆既存施設の有効活用の推進等
・新たな学校施設を設ける場合は、 既存施設

の有効活用や転用を検討
・利用状況に応じて校舎の集約化を図るなど

施設利用の在り方を検討
。閉校した学校や未利用財産は、他の公共施

 設等への転用など有効活用を推進
・転用の見込みがない場合は、売却。貸付に

よる歳入確保に努力

ｅ 緊急安全対策等 3,3,3, 813,3,81813,3,3,813,81813, 3, 

０事故防止対策・・・法定点検等で改善の必要性が指

摘された項目や、 けが等の事故につながるおそれ

のある事項の是正9,例81エレベーター、消防設備、
受電設備、ブロック塀、ガス埋設管、体育館の床0x 

◆トイレ改修一特に老朽化が顕著で劣化の激しい

トイレの改修
◆外壁改修等一コンクリート塊の落下、雨漏り等が

発生している学校施設の外壁改修

◆非構造部材の耐震化対策

・高校武道場の天井、照明器具等の耐
震改修

◆耐震化のための校舎改築

・吹田束高校、成城高校の而i震化を図

るための校舎改築

◆福祉対策整備

・バリアフリー化、エレベーター設置
,0２８,0 


