
【様式２】

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・児童生徒が安全に安心して学ぶことができる学校環境を整備する必要がある。
・幼児期から小・中学校を通した義務教育終了までの期間に、基本的な道徳心や規範意識を醸成する必要がある。
・保護者や地域とのつながりをさらに強化し、安全で安心できる教育コミュニティをつくる必要がある。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・めざすべき将来像の実現に向け、安心できる学校づくりに向けた取組や、道徳心・社会性の育成に向けたモデル校における実証研究の成果やカ
リキュラムの作成、およびそれらの配信などが進められた結果、各具体的取組の中間アウトカムについてはその多くが目標を達成したが、アウトカ
ムについてはめざす目標の水準に対して改善傾向が見られるものもあるが、順調と言える状態には至っていない。特に不登校児童生徒数の増加
については大きな課題となっている。
・学校協議会や学校元気アップ地域本部、はぐくみネットの活動により、保護者・地域住民が学校の諸活動へ参加する傾向が進んでいるが、より地
域に密接な関係にある小学校の活動に参加する割合が高く、中学校の活動へ参加する割合が低下しており、小中学校いずれにおいても、保護者・
地域とのつながりをさらに強めていくような取り組みを進め、安全で安心できる教育コミュニティづくりを推進する必要がある。
・インクルーシブ教育については、専門的な人材の配置や研修を通した教員の資質の向上を図る取組により、インクルーシブ教育システムの充実と
推進を図る学校の割合が高まっている。引き続き、教員の発達障がいを含む障がい理解の深化および専門性の向上、障がいの多様化による一人
一人のニーズに応じた適切な指導・支援に向けた取組の推進が必要である。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【子どもが安心して成長できる安全な社会（学校園・家庭・地域）の実現】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

全ての子どもたちが、社会のルールを理解し自立する力、他者を尊重し思いやる心、適切な人間関係を図るコミュニケーション能力、多様性を受け
入れる力など、道徳心・規範意識を備えるとともに、自他の生命を尊重し、自ら進んで安全で安心な社会づくりに貢献しようとする状態をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

◆全国学力・学習状況調査の「学習規律」に関する項目の回答と正答率の比較

◆「自分にはよいところがある」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆「学校のきまり（規則）を守っている」

◆「人の役に立つ人間になりたい」　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　◆「将来の夢や目標をもっている」

◆不登校の状態にある児童生徒の在籍比率の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　◆「ＰＴＡや地域の人がボランティアとして参加してくれる」

◆特別支援学級在籍児童生徒数の推移

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・不登校の状態にある児童生徒の数が増加を続けており、また、学習規律や規範意識、自己肯定感の向上が十分とは言えないことから、児童生徒
が安全・安心して学べる学校環境づくりを引き続き進める必要がある。
・学校の教育活動に対するＰＴＡや地域の方の参加状況は改善傾向にあり、全国平均に近づいているが、さらに取組を推進する必要がある。
・個別に支援を行う必要のある児童生徒数が増加していることから、児童生徒や保護者のニーズに応える必要がある。
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【様式２】

ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

B
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

不登校については、未然防止・早期対応のため、状況に応じた様々な支
援を行っていく。相談体制の構築についてはＳＮＳを活用した相談体制の
整備を進めていく。さらに、高等学校中途退学防止に向けた体制の充実
を進めていく。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ

不登校の割合が前年度よりさらに増加している。また、いじめなどの様々
な悩みを幅広く受けとめる相談体制の構築が必要である。さらに、高等学
校において、明確な進路が定まらないまま中途退学する生徒が増加して
いる。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

Ｂ

Ｂ

①小学校0.72％、中学校5.14％
小学校0.66％
中学校4.93％

②98％

④小学校85.9％、中学校93.5％

③小学校97％、中学校94％

小学校89.3％
中学校92.9％ B

Ａ97%
小学校97.3％
中学校91.8％

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
明るく落ち着いた環境で、生き生きと学習に取り組み、学びを深め、友達
と交流しながら、心身ともに健全に成長している児童生徒を増やす。

児童生徒が安心できる学校づくりを進められるよう、いじめ・問題行動・不
登校・児童虐待などの課題を抱える子どもを支援するセーフティネットを
充実するとともに、防災教育の充実に資する優れた教育実践の開発・普
及や教員の指導力向上などを図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①32年度末に、不登校の状態にある児童生徒の在籍比率を小学校
　0.4％、中学校3.7％以下にする。
②32年度末に、「災害時に『主体的に行動する態度』を育てることが
　できた」という項目に肯定的な回答をする学校の割合を70％以上
　にする。
③32年度末に、認知したいじめが解消した割合を95％以上にする。
④32年度末に、「学校のきまり・規則を守っていますか」という項目
　に肯定的な回答をする児童生徒の割合を、小学校91.0％、中学校
　94.0％以上にする。

めざす成果及び戦略　１－１ 【安全で安心できる学校、教育環境の実現】
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・問題行動への段階的な対応を整理した「学校安心ルール」の活用
・生活指導サポートセンター（個別指導教室）の活用　１か所
・生活指導支援員の配置　小中学校計118校
・「セーフティ・プロモーション・スクール（SPS)」のモデル研究の実施
・スクールソーシャルワーカーの派遣　105件
・第三者専門家チーム委員の派遣　20件
・第三者機関の外部通報窓口の周知
・不登校対策等プロジェクト会議（不登校の児童生徒の学習の場の提供
に係る検討会議）の開催　３回
・児童虐待等相談窓口の設置　週１回
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修会の開催　８回
・こどもサポートネットの設置（スクールソーシャルワーカーの配置）モデ
ル区７区

・生活指導支援員配置校については、数値の向上が見られた。配置希望
校が増えており、希望する全ての学校に配置することができない状況で
ある。
・学校安心ルールについては、全ての学校で自校版を作成し運用を開始
し、抽出校による効果検証アンケートにおいては効果が表れており、概ね
落ち着いた学校が増えているが、まだ十分でない学校もある。
・不登校については、増加傾向であり、未然防止及び早期対応の更なる
充実が必要である。

業績目標の達成状況

・85％
・100％
・100％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・生活指導支援員については、配置のあり方を再度検証し、週２日の複
数校への配置を増やすなど、より多くの学校の活用が図られるよう工夫
を行う。
・学校安心ルールについては、引き続き運営委員会で効果検証や進捗管
理を行う。
・生活指導サポートセンターにおいて、不登校についての未然防止・早期
対応の研究をさらに進める。既に不登校となっている児童生徒の学習の
場のあり方について不登校特例校の設置も含め検討を進める。また、
SNS相談窓口について、平成31年度は通年で週１回の開設と５月の大型
連休明け前後、及び夏休み・冬休み明け前後１週間の集中開設期間を
設け、児童生徒の相談を受ける体制を整備する。また、電話相談との連
携について検討する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

学校安心ルールについては、年度当初より各学校版の学校安心ルール
の運用が開始した。引き続き、学校安心ルール運営委員会において進捗
状況やその効果検証を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
各校が全市的な方針に沿って、いじめ・問題行動・不登校・児童虐待等の
課題に応じ、児童生徒が安心できる学校づくりを進められるよう、新たな
制度の周知、校内体制の充実、専門家の派遣、優れた教育実践の研
究、教員の指導力向上等の多面的な支援を関係機関と連携して取り組
む。
　・問題行動への段階的な対応を整理した「学校安心ルール」の活用
　・生活指導サポートセンター（個別指導教室）の活用　１か所
　・生活指導支援員の配置　小中学校計１２０校
　・「セーフティ・プロモーション・スクール（SPS)」のモデル研究の実施
　・スクールソーシャルワーカーの派遣　要請のあった全校
  ・第三者専門家チーム委員の派遣　要請のあった全校
　・第三者機関の外部通報窓口の周知
　・不登校対策等プロジェクト会議の開催　３回
　・児童虐待等相談窓口の設置　週１回
　・管理職・生活指導担当教員等対象の研修会の開催　８回
　・こどもサポートネットの設置（スクールソーシャルワーカーの配置）
　  モデル区７区
　

・生活指導支援員配置校アンケートで「授業中の私語が少なく、 落ち着
　いて学習している」とする旨の回答の割合　前年度以上
・小・中学校において、「学校安心ルール」を全児童・生徒に明示し、ルー
　ルの遵守・自律を促す授業を年１回以上行っている割合　100％
・不登校や虐待に関する児童生徒の状況を適切に把握するために児童
　生徒理解・教育支援シートを活用した割合　100％

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・上記学校に対する調査の回答の割合　70％未満
・上記「学校安心ルール」の活用に係る、「ルールの遵守・自律を促す授
　業」の実施の割合　80％未満
・上記児童生徒理解・教育支援シートの活用の割合　80％未満

前年度までの実績

・「学校安心ルール」の策定　100 ％
・生活指導サポートセンター（個別指導教室）の活用　１か所
・生活指導支援員の配置　小中学校計120校
・「セーフティ・プロモーション・スクール（SPS)」のモデル研究の実施
・スクールソーシャルワーカーの派遣　268件
・第三者専門家チーム委員の派遣　45件
・第三者機関の外部通報窓口の周知
・不登校対策等プロジェクト会議の開催　３回
・児童虐待等相談窓口の設置　週１回
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修会の開催　８回
・生活指導支援員配置校アンケートで「授業中の私語が少なく、落ち着い
  て学習している」とする旨の回答の割合　82％
・小・中学校において、いじめ等問題行動の対応に「学校安心ルール」を
　活用している割合　100％
・不登校や虐待に関する児童生徒の状況を適切に把握するために児童
　生徒理解・教育支援シートの活用の割合　100％

具体的取組１－１－１ 【安心できる学校づくり】

28決算額 299百万 29予算額 323百万 30予算額 333百万
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・各校の防災・減災教育の基盤となる「防災・減災モデルカリキュラム」を
盛り込んだ「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引き」の改訂
・地域の実情をふまえて区と連携し、各校の「防災・減災教育カリキュラ
ム」作成に取り組む　全小・中学校
・防災・減災教育の指導に係るモデル研究　小学校２校、中学校２校
・防災・減災教育の研修会の実施　３回
・学校が、区教育行政連絡会等を活用し、防災についての情報を区と共
有する。　全小・中学校
・区と連携した、学校における大規模災害初期対応マニュアルの作成
避難所指定の全学校園

・すべての学校で、充実した防災・減災教育の取組を推進する。また、優
れた取組内容を共有できるようにする。

業績目標の達成状況

・98％
①

（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・すべての学校で、防災・減災教育を充実させ、さらに実効性のあるもの
にするため、研修会の充実を図るとともに校長会や教頭会で優れた取組
内容の周知を行う。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

すべての学校で、防災・減災教育をさらに実効性のあるものするため、今
後も引き続き校長会や教頭会で取組の充実を図るよう促すとともに研修
会の充実を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
全ての学校で「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引き」を活
用して作成する「防災・減災教育カリキュラム」に基づき防災・減災教育が
推進されるよう、研修を通じて優れた教育実践の普及や具体的な実施方
法の周知を行う。
　・各校の防災・減災教育の基盤となる「防災・減災モデルカリキュラム」
　　を盛り込んだ「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引き」
　　の改訂
　・地域の実情をふまえて区と連携し、各校の「防災・減災教育カリキュラ
　　ム」作成に取り組む　全小・中学校
　・防災・減災教育の指導に係るモデル研究　小学校２校、中学校２校
　・防災・減災教育の研修会の実施　３回
  ・学校が、区教育行政連絡会等を活用し、防災についての情報を区と
    共有する。　全小・中学校
  ・区と連携した、学校における大規模災害初期対応マニュアルの作成
　  避難所指定の全学校園

防災・減災教育に関する調査で、「子どもたちの防災意識が高まった（高
まっている）」と肯定的な回答をする割合　90％

【撤退基準】
上記回答の割合が60％未満であれば、手引きの内容や周知の方法を再
構築する。

前年度までの実績
・「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引き」の改訂  ２回
・地域の実情をふまえて区と連携し、各校の「防災・減災教育カリキュラ
  ム」作成の取組　　全小・中学校
・防災・減災教育の指導に係るモデル研究　小学校２校、中学校２校
・防災・減災教育の研修会３回
・学校が、区教育行政連絡会等を活用し、防災についての情報を 区と共
  有　全小・中学校
・「子どもたちの防災意識が高まった（高まっている）」と肯定的な回答を
　する割合　98％

28決算額 29予算額 30予算額3-1-2に包含 3-1-2に包含 3-1-2に包含

【防災・減災教育の推進】具体的取組１－１－２
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【様式２】

円 円 円

小学校91.1％
中学校89.1％ Ａ

小学校72.9％
中学校65.6％ Ａ

Ｂ

Ｂ

①小学校94.1％、中学校93.2％

②小学校79.0％、中学校72.4％

③小学校83.2％、中学校67.9％

④98.0％

小学校83.5％
中学校66.2％

97.4%

めざす成果及び戦略　１－２ 【道徳心・社会性の育成】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

計
画

倫理や規範意識、社会性をはぐくむ教育の取組などを進め、幼児期から
小・中学校を通した義務教育修了までに、基本的な道徳心・社会性を身
に付けた児童生徒を育成する。
また、障がいのある子どもと障がいのない子どもがともに学ぶ仕組みで
あるインクルーシブ教育システムの充実と推進を図る。

・各校における道徳教育を充実させるよう、優れた教育実践の開発・普
　及や教員の指導力向上などを図る。
・社会的・職業的自立に向け、子どもの勤労観・職業観を育てるため、
　子どもの発達段階に応じて体系的・系統的にキャリア教育を進める。
・インクルーシブ教育システムを推進し、特別支援教育の充実に向けた
　人員の配置や巡回相談、研修の充実、及びインクルーシブ教育推進
　室の機能の充実を図る。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

①32年度末に、全国調査において、「人の役に立つ人間になりたいか」と
　いう項目に肯定的な回答をする児童生徒の割合を、小学校93.0％、中
　学校92.0％以上にする。
②32年度末に、全国調査において、「自分には良いところがあるか」とい
　う項目に肯定的な回答をする児童生徒の割合を、小学校75.0％、中学
　校70.0％以上にする。
③32年度末に、全国調査において、「将来の夢や目標を持っています
　か」という項目に肯定的な回答をする割合を、小学校85.0％、中学校
　71.0％以上にする。
④32年度末に、学校園に実施するアンケートにおいて、「インクルーシブ
　教育システムの充実と推進を図った」とする学校の割合を100％にす
　る。

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
小・中学校における道徳教育を充実するため、研修を通じて指導の改善
を図るとともに、モデル校での実証研究によりカリキュラムの開発・普及を
進める。
　・道徳教育推進教師研修　年３回
　・文部科学省「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」
   　モデル校における実践研究の実施 小学校２校、中学校１校
　・モデル校等での実証研究によりカリキュラムの作成
　・年次研修における道徳教育に関する研究授業等の実施
　　 年次研修対象者　全員１回以上

教員研修を受けて「自校の取組に活用できた」と回答する小・中学校の割
合　90％

【撤退基準】
上記目標が70％未満であれば、事業手法を再構築する。

前年度までの実績
・道徳教育推進教師研修の開催　３回
・文部科学省「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」
  モデル校指定　小学校２校、中学校１校
・モデル校等での実証研究によりカリキュラムの作成
・年次研修における道徳教育に関する研究授業等の実施
　　 年次研修対象者　全員１回以上
・教員研修を受けて「自校の取組に活用できた」と回答する小・中学校の
　割合92％

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

自己有用感・自己肯定感の高まりについて成果が見られるが、将来への
夢や目標を持てない児童生徒の割合については、めざす目標の水準に
達していない。
インクルーシブ教育については、障がいの状況が多様化しており、教員
の特別支援教育に関する専門性を含めた資質向上を図っていく必要が
ある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

Ａ

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

体系的・系統的にキャリア発達に関わる勤労観・職業観を育てるため、よ
り充実したキャリア教育を進める。
インクルーシブ教育については、研修や専門的な指導助言を充実させる
ことにより教員の資質向上を図っていく。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・研修内容のさらなる充実を図る必要がある。
・道徳教育推進教師研修に、文部科学省「道徳教育の抜本的改善・充実
に係る支援事業」モデル校における研究実践の成果を積極的に取り入れ
るなど研修内容の工夫を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－２－１ 【道徳教育の推進】

28決算額 ３百万 29予算額 ３百万 30予算額 ２百万

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・道徳教育推進教師研修　年３回
・文部科学省「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」モデル校
における実践研究の実施 小学校２校、中学校１校
・モデル校等での実証研究によりカリキュラムの作成
・年次研修における道徳教育に関する研究授業等の実施　 年次研修対
象者　全員１回以上

・「特別の教科　道徳」の確実な実施および充実に向けて、さらなる指導
の改善が図られるよう、道徳教育推進教師対象の研修内容をさらに充実
させ、各学校現場において活用させていく必要がある。

業績目標の達成状況

・96％
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・新学習指導要領を踏まえた指導方法や評価のあり方について共通理
解を図るとともに、指導者が「考え、議論する道徳」の授業イメージを持て
るよう、道徳教育推進教師対象の研修内容の工夫を行う。また、各学校
現場での授業を通した研修や研究ができるように支援していく。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・職業講話・職場見学の実施　全小学校
・職業講話や職場体験学習等の実施　全中学校
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計画作成の指導
全小・中学校

・キャリア教育に奉仕的行事（ボランティア活動）を位置付ける。

業績目標の達成状況

・96％
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・キャリア教育実施要項に奉仕的行事（ボランティア活動）を位置付け、全
体計画・年間指導計画に反映させる。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－２－２ 【キャリア教育の充実】

28決算額 ４百万 29予算額 ４百万 30予算額 ４百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
社会的・職業的自立に向け、子どもの勤労観・職業観を育てるため、関西
キャリア教育支援協議会等の関係機関と密接に連携し、子どもの発達段
階に応じて体系的・系統的にキャリア教育を進める。
　・職業講話・職場見学の実施　全小学校
　・職業講話や職場体験学習等の実施　全中学校
　・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計画作成の指導
　　全小・中学校

教員研修参加者が「研修成果を今後の取組に活かす」と回答した割合
前年度同等

【撤退基準】
上記目標が70％未満であれば、事業手法を再構築する。

前年度までの実績
・職業講話・職場見学の実施　全小学校
・職業講話や職場体験学習等の実施　全中学校
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計画作成の指導
　全小・中学校
・教員研修参加者が「研修成果を今後の取組に活かす」と回答した割合
　97％
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－２－３ 【特別支援教育の充実】

28決算額 583百万 29予算額 802百万 30予算額 662百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
発達障がいを含む障がいへの理解を深め、障がいのある児童生徒が地
域で学びやすい基礎的環境整備を行うとともに、ユニバーサルデザイン
を取り入れた本市のインクルーシブ教育システムの充実と推進を図る。
　・特別支援教育サポーター配置　小学校454名、中学校123名
　・インクルーシブ教育推進スタッフ配置　小学校15名、中学校６名
　・各校園への巡回相談体制の強化　 アドバイザー４名配置
　・医療的ケアの必要な小・中学校への看護師配置　常時配置48校
　・多様な学びの場における通学支援
　　　もと大阪市立肢体不自由特別支援学校 ４校　120日
　・特別支援教育に関する研修の実施　200回

学校園に対する調査における、「研修等を通じて、発達障がいを含む障
がいの理解が進んだとする学校園の割合」及び「巡回相談等を活用し
て、校園内体制の充実が図れたとする学校園の割合」　　各90％

【撤退基準】
上記目標が60％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績

・特別支援教育サポーター配置　小学校454名、中学校123名
・インクルーシブ教育推進スタッフ配置　 小学校13名、中学校６名
・各校園への巡回相談体制の強化　巡回相談の実施761回
　アドバイザー４名配置
・医療的ケアの必要な学校への看護師配置　常時配置40校
・多様な学びの場における通学支援
　　もと大阪市立肢体不自由特別支援学校　４校　120日
・特別支援教育に関する研修の実施　207回
・学校園に対する調査における、「研修等を通じて、発達障がいを含む障
　がいの理解が進んだとする学校園の割合」99.2％、「巡回相談等を活
　用して、校園内体制の充実が図れたとする学校園の割合」94.6％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

 障がいのある児童生徒の在籍数が毎年増加傾向にあり、教員の発達障
がいを含む障がい理解の深化および専門性の向上、障がいの多様化に
よる一人一人のニーズに応じた適切な指導・支援を実施し、インクルーシ
ブ教育システムの充実と推進を図る必要がある。
そのため引き続き、各種障がいに応じた特別支援教育に関する研修内
容の充実や特別支援教育サポーターの配置による校内体制の構築、多
様な相談ニーズに応じた全校園への巡回・訪問の実施するとともに、「特
別支援学校教育職員免許認定講習」を市独自に実施し、昨年度より受講
者を増やし、より多くの教員の専門性の向上を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・特別支援教育サポーター配置　小学校454名、中学校123名
・インクルーシブ教育推進スタッフ配置　小学校13名、中学校６名
・各校園への巡回相談体制の強化　 アドバイザー４名配置
・医療的ケアの必要な小・中学校への看護師配置　常時配置47校
・多様な学びの場における通学支援
　　もと大阪市立肢体不自由特別支援学校 ４校　120日
・特別支援教育に関する研修の実施　203回

・障がいのある児童生徒は年々増加傾向であり、障がいの状況も多様化
している中、教員の特別支援教育に関する専門性を含めた資質向上を
図る必要がある。
・「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」の作成及び効果的な活用
による、適切な指導・支援を実施するとともに学年間、校種間等での確実
な引継ぎが必要である。
・医療的ケアの必要な児童生徒の増加、その内容の多様化から、個々の
ニーズに応じた支援体制の充実を図る必要がある。

業績目標の達成状況

・理解が進んだとする学校園の割合　98.8％
・校園内体制の充実が図れたとする学校園の割合　94.8％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・障がい種別研修に加え、特別支援教育コーディネーターや通常学級担
任等、対象者別の研修を充実させるとともに、平成30年度から本市単独
で開催している、特別支援学校免許法認定講習の受講科目および人数
を拡大し、免許保有率および特別支援教育に関する専門性の向上を図
る。
・巡回相談時のアドバイザー、担当指導主事による指導・助言や教員研
修等の実施及びインクルーシブ教育推進スタッフの助言等を充実し、教
員の資質向上を図る。
・HP、広報誌等を活用し、必要な看護師確保を図るとともに、教職員、看
護師対象の医療的ケアに関する研修を実施することで、ニーズに応じた
支援体制を構築する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

めざす成果及び戦略　１－３ 【地域に開かれた学校づくりと生涯学習の支援】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
市民が、主体的に生涯学習に取り組むとともに、学びを生かして地域社
会の多様な場面での協働の担い手として活躍する。また、生涯にわたり、
読書を通して学習意欲の保持増進ができる児童生徒が育成される。

地域における生涯学習推進に向けて、区役所と連携し、生涯学習に関わ
る課題・ニーズ等を情報収集し、より地域の実情に応じた支援を進めると
ともに、図書館や生涯学習関連施設等で、学習機会等の企画・実施、生
涯学習関連情報等の情報収集・発信等を行うことを通して、地域社会の
多様な協働の担い手づくりをめざす。あわせて、学校図書館を充実する
ことで、児童生徒の読書活動の推進を図る。
また、各校の学校協議会や小学校のはぐくみネット、中学校区の学校元
気アップ地域本部の活動がより一層活発になるよう、研修や連絡会を開
催するなどの支援に取り組む。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①32年度末に、全国調査の「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ますか」の項目について、「よく参加してくれる
　（参加してくれる）」と答える学校の割合を全国平均以上にする。
②32年度末に、全国調査の「読書は好きですか」の項目について、「当
　てはまる（どちらかと言えば当てはまる）」と答える児童生徒の割合を
　全国平均以上にする。

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

各校の学校協議会や小学校区のはぐくみネット、中学校区の学校元気
アップ地域本部の活動が活発になり、保護者・地域住民の学校の諸活動
への参加が進んでいるが、中学校における活動への参加については、前
年度より低下している。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

①小学校97.3％、中学校83.2％
（全国平均：小学校97.7％、中学校90.4％）

Ｂ

Ｂ

②小学校75.4％、中学校未測定
（全国平均：小学校・中学校とも未測定）
取組は順調に進捗しており、成果をあげている。

Ａ

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

小学校区のはぐくみネット、中学校区の学校元気アップ地域本部が学校
協議会と連携し、小中学校の教育活動のサポートを行う。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

小学校95.9％、
中学校96.2％
（全国平均：小
学校98.6％、中
学校97.5％）

小学校69.5％、
中学校59.1％
（全国平均：小
学校74.3％、中
学校69.6％）

具体的取組１－３－１ 【学校図書館の活性化】

28決算額 310百万 29予算額 346百万 30予算額 209百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
小・中学校において、昼休みや放課後等を活用して学校図書館の開館日
数や回数を増加させるなど学校図書館の充実を図り、学校図書館を活用
した調べ学習や読書活動の活性化を図る。
　・チーフコーディネーターの配置　3名
　・学校図書館補助員コーディネーターの配置　24名
　・学校図書館補助員の配置　154名
　・学校図書館の本の整備（平成27～29年度の「学校図書館図書整備」
　　により、全小・中学校において大阪市図書標準（小学校7,000冊、
　　中学校8,000冊）を達成）
 ・学校図書館や読書活動に携わる教員への研修実施
 ・学校図書館支援ボランティアへの支援

・開館日数　全小・中学校で授業日は毎日開館し、週当たり開館回数
　７回以上の維持
・蔵書充実による大阪市図書標準の達成　　100％
・全国学力・学習状況調査の「１日当たりどれくらいの時間、読書をします
　か」に対する不読回答が各校において前年度以下

【撤退基準】
以下の状態の場合、事業手法の再構築を図る。
・週当たり開館回数７回未満の学校が3割を上回る
・上記調査の「１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか」に 対する
　不読回答について前年度以上の学校が3割を上回る

前年度までの実績

・チーフコーディネーターの配置　３名
・学校図書館補助員コーディネーターの配置　24名
・学校図書館補助員の配置　154名
・学校図書館の本の整備（29年度をもって３か年計画が完了）
・学校図書館支援ボランティアへの支援
・開館日数　目標達成校の割合　小学校：93.8％、中学校：94.6％
・全国学力・学習状況調査の「１日当たりどれくらいの時間、読書をします
　か」に対する不読回答　小学校　26.8％、中学校　50.0％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・開館回数目標達成校の割合は増えているが、未達成の10数校につい
て、校内状況を把握し適切な支援を行う。
・適切な蔵書構成に向けた選書支援などを引き続き行う。
・全国学力・学習状況調査における不読回答は、市平均において小中と
も改善している【小学校：26.3％（前年度比0.5％減）、中学校：47.2％（前
年度比2.8％減）】。今後、各校の調査結果を分析し、読書に親しむ児童
生徒を増やすための情報提供等を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・チーフコーディネーターの配置　3名
・学校図書館補助員コーディネーターの配置　24名
・学校図書館補助員の配置　156名
・学校図書館の本の整備
・学校図書館や読書活動に携わる教員への研修実施
・学校図書館支援ボランティアへの支援

・開館日数について、全校目標達成には至らない状況である。

業績目標の達成状況
・目標達成校　小学校95.8％、中学校98.4％
・100％
・小学校26.3％、中学校47.2％

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き学校図書館補助員、同コーディネーター等の配置を行い、市立
図書館も含めた学校図書館支援体制を維持する。また、目標に至らない
学校事情に寄り添い、ボランティア等人材の確保など課題解消に向けて
区とも連携して取組む。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－３－２ 【開かれた学校運営と教育コミュニティづくりの推進】

28決算額 129百万 29予算額 127百万 30予算額 121百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
保護者・地域住民等の学校関係者との連携による開かれた学校運営を
進めるため、「学校協議会運営の手引」及び「運営に関する計画の策定・
学校評価実施マニュアル」に基づき、各校において適切に学校協議会を
運営させる。
また、保護者や地域住民への各事業趣旨の周知・参加促進に向けて、よ
り一層の情報提供を行う。
小学校区においては「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業、中
学校区においては「学校元気アップ地域本部」事業を中心に、各校の取
組に対する支援を充実する。
　・管理職対象の学校評価及び学校協議会の研修等の実施　２回
　・学校元気アップ地域本部事業
　　　地域コーディネーター対象の連絡会　４回
　　　ブロック連絡会　全８ブロックにおいて各２回
　・はぐくみネットコーディネーター対象の研修会等　５回
　・「親力アップサイト」でのコラム掲載
　・市ＰＴＡと連携した事業周知の実施

・学校協議会へのアンケートによって「学校協議会を通して、保護者・地
　域等の学校運営への参画が進んだ」と回答する学校協議会の割合
　前年度同等
・学校元気アップ地域本部事業に関する管理職対象のアンケートで「学
　校元気アップを通して、教職員の負担を軽減することができた」と答え
　る割合　前年度以上
・はぐくみネットコーディネーター研修等アンケートで、「新たな気づきや
　まなびがあった」「活動の参考になった」と回答する割合　前年度以上

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・上記学校協議会に対する調査の回答の割合　70％未満
・上記学校元気アップ地域本部事業に関する回答の割合　50％未満
・上記はぐくみネット事業に関する回答の割合　50％未満

前年度までの実績
・「学校評価及び学校協議会」の研修等の実施　２回
・学校元気アップ地域本部事業連絡会
　　地域コーディネーター対象の連絡会　４回
　　ブロック連絡会　全８ブロックにおいて各２回
・はぐくみネットコーディネーター対象の研修会等　17回
・「親力アップサイト」でのコラム掲載
・市ＰＴＡと連携した事業周知の実施
・「参画が進んだ」と回答する学校協議会の割合　99.4％
・管理職対象のアンケートで「学校元気アップを通して、教職員の負担を
　軽減することができた」と答える割合　80％
・はぐくみネットコーディネーター研修アンケートの回答の割合
　　「新たな気づきやまなびがあった」　87.9％
　　「活動の参考になった」　85.7％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【学校評価及び学校協議会】
「学校協議会運営の手引」及び「運営に関する計画の策定・学校評価実
施マニュアル」を各校に周知の上、学校協議会の運営等に反映させる。
【学校元気アップ地域本部事業】
学校の課題解決や学校と地域の協働に向けた取組みをより充実させる
ため、コーディネーターの資質向上を図る研修を充実するとともに、HPや
外部広報機関等を活用しながら事業の周知を図る。
【はぐくみネット事業】
アンケート結果等を踏まえ課題を整理した上で改善に努める。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・管理職対象の学校評価及び学校協議会の研修等の実施　２回
・学校元気アップ地域本部事業
　　地域コーディネーター対象の連絡会　４回
　　ブロック連絡会　全８ブロックにおいて各２回
・はぐくみネットコーディネーター対象の研修会等　11回
・「親力アップサイト」でのコラム掲載
・市ＰＴＡと連携した事業周知の実施

【学校評価及び学校協議会】
・学校協議会の議論の活性化など、更なる充実を図る必要がある。
【学校元気アップ地域本部事業】
・地域コーディネーターの活動が円滑に進んでいない学校がなお一部に
ある
【はぐくみネット事業】
・社会教育法・地教行法の改正を踏まえた、地域学校協働活動を推進し
ていく必要がある。

業績目標の達成状況

・98.8％
・87％
・気づきや学び85.9％、活動の参考89.1％

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【学校評価及び学校協議会】
・学校協議会の適正な運営に向け、引き続き管理職等を対象とした研修
を実施していく。
【学校元気アップ地域本部事業】
・地域コーディネーター連絡会や学校訪問を通じて、個別に指導助言して
いく。
【はぐくみネット事業】
・地域学校協働活動の推進に向け、学校教育・生涯学習・地域活動の垣
根を越え、局横断的に包括的な議論を進める。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－３－３ 【生涯学習の機会や情報の提供】

28決算額 1,742百万 29予算額 1,704百万 30予算額 1,747百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区役所と連携し、区域、小・中学校区域での生涯学習に関わる課題・ニー
ズ等を情報収集し、より地域の実情に応じた支援を進めるとともに、生涯
学習関連施設において学習機会等の企画・実施、生涯学習関連情報等
の情報収集・発信等を行うことを通して、地域社会の多様な協働の担い
手づくりをめざす。
市立図書館は、中央図書館を核とした一体的な運営を行いつつ、区担当
教育次長の方針を尊重したうえで、地域の実情に応じた情報活用基盤と
して、知識創造型図書館の機能充実をめざす。学校図書館の活性化に
資する図書館機能を確保する。地域の多種多様な課題解決に向けた情
報収集・学習拠点として、学校、区役所等地域施設、団体など多様なセク
ターを支援するとともに、地域の読書推進活動における拠点として、読書
活動支援ボランティアの養成や情報提供などの支援を行う。
小・中学校への支援として、学校逓送を活用した資料の団体貸出、郷土
資料や古い写真・絵はがきのオープンデータ画像を活用した大阪の歴史
や文化を知るための学習支援、調べ学習の事例の蓄積・利用促進を行
う。
　・区役所の生涯学習担当者を対象とした連絡会議　10回
　・各区の生涯学習推進員を対象とした連絡会議　10回
　・職員、教員への図書館活用に関する情報提供や講座の開催
　・地域の子育て支援施策への連携・協力
　・電子図書館機能の活用法をテーマとした講座等の開催　　100回
　・ボランティア活動を支えるための交流会・情報交換会の実施：全区

・生涯学習センター人材育成関係講座アンケート「学んだ内容を活かし
　て、地域の活動に関わりたい」 90％以上
・市立図書館から小・中学校への団体貸出冊数　12万冊以上
・来館者数とアクセス件数の合計　1,390万件以上
・市立図書館における商用データベースや電子書籍等の電子図書館機
　能の総アクセス件数　24.5万件以上
・生涯学習推進員登録者数　前年度以上
・読書活動支援ボランティア数　前年度同等
・学校との連携事業　4,490件以上
・区役所、子育て支援施設等地域施設との連携事業　1,920件以上

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・生涯学習センター人材育成関係講座アンケート「地域活動に関わりた
　い」　50％未満
・小・中学校への団体貸出冊数　60,000冊未満
・来館者数とアクセス件数の合計　1,000万件未満
・電子図書館機能の総アクセス件数　18万件未満
・生涯学習推進員登録者数900名未満
・読書活動支援ボランティア数　2,000名未満
・学校との連携事業　3,000件未満
・区役所、子育て支援施設等地域施設との連携事業　1,000件未満

前年度までの実績
・区役所生涯学習担当との連絡会議の実施　17回
・生涯学習推進員との連絡会議　10回
・職員、教員への図書館活用に関する情報提供や講座の開催
・地域の子育て支援施策への連携・協力
・電子図書館機能活用や端末操作に関する講座の開催
・ボランティア活動を支えるための交流会・情報交換会の実施　全区
・生涯学習センター人材育成関係講座アンケート「学んだ内容を活かし
　て、地域の活動に関わりたい」 93.9％
・小・中学校への団体貸出冊数　117,388冊
・来館者数とアクセス件数の合計　1,459万件
・電子図書館機能の総アクセス件数　24万件
・生涯学習推進員　1,178名
・読書活動支援ボランティア　2,510名
・学校との連携事業　4,470件
・区役所、子育て支援施設等地域施設との連携事業　1,991件

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・上半期における生涯学習センターの人材育成関係の講座アンケートでは、96％が
「学んだ内容を活かして、地域の活動に関わりたい」と答えており、目標達成に向け
て順調に実施できている。引き続き、学習機会の提供や情報の収集・発信、学習相
談、人材育成など、様々な方法により市民の生涯学習支援を行っていく。
・中学校への団体貸出が減少している。学校逓送を活用した調べ学習の事例の蓄
積と教職員に向けた周知を行う必要がある。
・商用データベースへのアクセス数が減少している。利活用に向けての情報検索講
座開催やクイズの実施、職員に向けた研修の機会充実等を行い、アクセス数の改
善を図る。
・学校、区役所、子育て支援施設等地域施設の要望に応じて、更に事業連携を進め
る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区役所の生涯学習担当者を対象とした連絡会議　11回
・各区の生涯学習推進員を対象とした連絡会議　10回
・職員、教員への図書館活用に関する情報提供や講座の開催
・地域の子育て支援施策への連携・協力
・電子図書館機能の活用法をテーマとした講座等の開催　　197回
・ボランティア活動を支えるための交流会・情報交換会の実施：全区

・更なる市民の生涯学習支援。
・電子図書館機能のアクセス数が横ばいである。
・としょかんポイントの児童生徒の参加者が伸び悩んでいる。

業績目標の達成状況

・96.8％
・109,579冊
・1,696万件
・24万件
・1,181名
・2,580名
・4,500件
・2,300件

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・今後も引き続き、学習機会の提供や情報の収集・発信、学習相談、人材
育成など、様々な方法により市民の生涯学習支援を行っていく。
・活用講座やクイズ実施などを行い、アクセス数の増加を図る。
・としょかんポイントへの児童生徒の参加を促すため、図書館主任会やＢ
ｅｅネットなどの場を活用し、学校への周知を図る。また、学校からの図書
館見学の機会にも周知を図る。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・めざすべき将来像の実現に向け、子ども一人ひとりの状況に応じた学力向上への取組や国際社会において生き抜く力の育成、健康や体力を保
持増進する力の育成などに取り組んだ。学力向上については、一律ではなく、特性や状況に応じながら、課題が大きい学校に対する重点的な支
援等を進めた結果、全国との平均正答率との差が縮小するなど、改善が見られる点はあるものの目標とする状況には至っていない。引き続き、子
どもたちに直に響く施策の展開を図っていく必要がある。国際社会において生き抜く力の育成については、英語教育に関する項目についてアウト
カムを達成するなど成果が見られている。
・健康や体力を保持増進する力の育成については、全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体力合計点向上などの成果が見られた。しか
しながら目標とする状況には達しておらず、引き続き、オリンピック・パラリンピックムーブメント教育などを通し、運動に親しむ動機づけを行うととも
に、体力の向上に向けた様々な取組を進める。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２ 【心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓くための学力・体力の向上】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

全ての子どもたちが、心身ともに健康で活力のある生活を送るための基礎となる体力を身に付け、基礎学力、論理的思考能力を習得し、様々な情
報をもとに自分の頭で考え、自己の判断と責任のもとに国際社会において力強く生きていける状態をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

◆全国学力・学習状況調査の比較
　　・知識に関する問題の正答数が全国平均の７割に満たない児童生徒の割合

　　・活用に関する問題の正答数が全国平均を２割以上上回る児童生徒の割合

　　・平均正答率

◆全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力合計点の推移

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・大阪市と全国との平均正答率における差は依然としてあり、顕著な改善に至っていないことから、学力の課題が大きい学校や児童生徒に直に響
く施策になるようにする必要がある。
・全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体力合計点は順調に改善してきており、引き続き、体力・運動能力向上のための取組の充実を
図っていく必要がある。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・全ての子ども・学校園・教職員の成長などについて、客観的・経年的な検証に基づいて評価し、課題と成果の見える化を進めていく必要がある。
・課題が大きい学校園に対しては、特性・状況に応じて一律ではなく、より重点的な支援を行っていく必要がある。
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・園長や所長対象の説明会の開催　各１回
・幼稚園や保育所等、教育保育施設交流会の開催　１回
・教諭や保育士対象の研修会の開催　４回
・保護者対象の講演会の開催　３回
・「パイロット園所の指定」及び「就学前教育カリキュラム改訂版（案）の
検証及び発表報告等の実施」

・民間の就学前施設に対する就学前教育カリキュラムの普及及び活用。

業績目標の達成状況

・実践への意識97.1％、教育効果94.9％
・94.5％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・就学前教育カリキュラム推進園所実践研究事業において、パイロット園
（所）として民間就学前施設の参加数を増やし、就学前教育カリキュラム
を活用するための取組を広く発信する。また、就学前教育カリキュラム研
修会において、各現場における活用状況に応じた研修内容の工夫を引
き続き実施する。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・教諭や保育士対象の研修会については、更なる就学前教育カリキュラ
ムの浸透と実践の重要性を鑑み、参加者の経験年数や就学前教育カリ
キュラムの活用状況等に応じて、研修の段階を選べるように、基礎編・
活用編とするとともに、昨年度、3回実施していたところを、各回3回、計6
回実施とした。
・認可外保育施設に対しても今後、研修案内を行う予定である。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
市内全ての公私立幼稚園・保育所等、教育保育施設に「就学前教育カリ
キュラム」の周知と活用の推進を図るとともに、同カリキュラムに沿った
取組が進められるよう 大阪市保育・幼児教育センターと連携し、研修等
を実施する。
　・園長や所長対象の説明会の開催　各１回
　・幼稚園や保育所等、教育保育施設交流会の開催　１回
　・教諭や保育士対象の研修会の開催　３回
　・保護者対象の講演会の開催　１回
　・「パイロット園所の指定」及び「就学前教育カリキュラム改訂版（案）の
   検証及び発表報告等の実施」

　

・市立幼稚園教員対象アンケートで、就学前教育カリキュラムにおける
　知・徳・体に係る実践への意識及び教育効果についての肯定的回答
　各90％以上
・市立幼稚園保護者対象アンケートで、就学前教育カリキュラムにおける
　知・徳・体の育ちについての肯定的回答　85％以上

【撤退基準】
上記回答の割合が共に60％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
・園長や所長対象の説明会の開催　各１回
・幼稚園や保育所等、教育保育施設交流会の開催　１回
・教諭や保育士対象の研修会の開催　３回
・保護者対象講演会の開催　１回
・パイロット園所の指定及び、取組発表会を全パイロット園所で実施（市
  立幼稚園５園、公立保育所５所）
・就学前教育カリキュラムにおける知・徳・体に係る実践への意識
　98.5％、教育効果についての肯定的回答97.2％

具体的取組２－１－１ 【幼児教育カリキュラムの浸透と実践】

28決算額 １百万 29予算額 １百万 30予算額 １百万

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

大阪市保育・幼児教育センターとの連携をさらに深めていくとともに、民
間の就学前施設に対し、就学前教育カリキュラムの普及及び活用に向
けた取組を広く発信していく。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

就学前教育カリキュラムの周知と活用の推進を図り、カリキュラムに沿っ
た取組が進められた結果、目標を達成している。アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

Ａ①94.5％ 94.2%

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

Ａ

めざす成果及び戦略　２－１ 【全ての基礎となる幼児教育の普及と質の向上】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
知・徳・体の調和のとれた幼児を増やす。 就学前教育カリキュラムの浸透と実践及び乳幼児期からの読書活動の

推進を図る。
アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①32年度末に、市立幼稚園保護者対象に実施する、就学前教育カリ
　キュラムにおける知・徳・体の育ちについてのアンケートにおいて、肯
　定的な回答を90％以上にする。

自
己
評
価
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・市立図書館からの配本回数　409回
・絵本の読み聞かせへの図書ボランティアの派遣施設数　246施設（30
年９月時点。以降も取組は順調に進捗）

・図書館からの配送便を見直し、施設へのアンケート結果を参考にしな
がら、さらに配本回数を増加させ、配本施設の読書環境整備を支援する
必要がある。

業績目標の達成状況

・100％
・409回

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・平成31年度用の配本調査時のアンケート項目を見直し、アンケート結
果をもとに配本施設の整備を行う。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き子どもたちが読書に親しむことができるよう配本施設の読書環
境の整備を支援する。
・現行アンケート項目以外の質問等により、配本の効果を図る必要があ
る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
乳幼児期から読書に親しむことができるよう、市立図書館から幼稚園・保
育所・子育て支援施設等への配本の回数を増やし読書環境の整備を支
援する。
　・市立図書館からの配本回数を平成29年度より増やす。
  ・絵本の読み聞かせへの図書ボランティアの派遣施設数　270 カ所

・配本施設職員へのアンケート「子どもたちは本が好きですか」に対して
　の肯定的回答　65％以上
・市立図書館からの配本回数　390回以上

【撤退基準】
・上記アンケートの回答の割合が50％以下ならば事業手法を再構築す
　る。
・市立図書館からの配本回数が350回未満ならば事業手法を再構築す
　る。

前年度までの実績
・市立図書館からの配本回数　396回
・絵本の読み聞かせへの図書ボランティアの派遣施設数  290カ所

28決算額 ２百万 29予算額 ２百万 30予算額 ２百万

具体的取組２－１－２ 【就学前施設における読書活動の推進】
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【様式２】

①小学校国語25.6％、小学校算数30.5％
　 中学校国語31.7％、中学校数学37.5％

③小学校7.7％、中学校10.7％

⑤小学校72.3％、中学校64.0％

めざす成果及び戦略　２－２ 【子ども一人ひとりの状況に応じた学力向上への取組】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
義務教育修了までに社会で生き抜くために必要となる基礎的な知識や
力を身に付けた児童生徒を増やす。

各校における学力の向上に向けた取組がさらに充実するよう、各学校単
位および児童・生徒単位で学力の状況や課題の検証・分析をすすめ、授
業での学習支援や課外の補充学習などのきめ細かで多面的な支援を行
う。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

①32年度末に、全国調査の知識に関する問題の正答数が全国平均の７
　割に満たない児童生徒の割合を、小学校国語15.0％、算数14.0％、
　中学校国語9.5％、数学22.0％以下にする。
②32年度末に、全国調査の活用に関する問題の正答数が全国平均を２
　割以上上回る児童生徒の割合を、小学校国語40.0％、算数33.0％、
　中学校国語28.0％、数学38.0％以上にする。
③32年度末に、全国調査の、普段、学校の授業以外で全く勉強しない児
　童生徒の割合を小学校4.0％、中学校9.0％以下にする。
④32年度末に、理科の授業で、「自分の予想をもとに観察や実験の計画
　を立てている」と回答する児童生徒の割合を小学校70.0％　中学校
　45.0％以上にする。
⑤32年度末に、「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考
　えを深めたり、広げたりすることができていますか」に対して、肯定的に
　回答する児童生徒の割合を小学校66.0％、中学校58.0％以上にする。

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

学力向上については、全国平均との差が縮小するなど成果が見られ、ア
ウトカムについても前年度より改善がみられる点が見られているが、目
標とする状況には達していない。特に課題が大きい学校に対し、より重
点的に支援を行っていく必要があるとともに、教育委員会と学校現場と
が一体となって学力向上への取組を進めていく必要がある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

Ｂ

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

客観的・経年的に行われる検証、評価によって見える化された学校や児
童生徒の特性・状況に応じて、一律ではなく、きめ細かで多面的な支援
を引き続き行っていく。また、指導主事による全小中学校への訪問指導
を行い、学力向上に向けた取組・研修の支援を行う。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

小国14.7％
小算19.0％
中国15.7％
中数27.2％

小7.5％
中11.4％

①小学校国語20.2％、小学校算数27.3％
　 中学校国語11.4％、中学校数学24.7％

小62.7％
中51.9％

小国24.6％
小算24.7％
中国36.1％
中数34.7％

Ｂ

Ｂ

Ｂ

④小学校68.3％、中学校41.2％ Ｂ

Ａ
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【様式２】

円 円 円

具体的取組２－２－１ 【学力向上を図るための学習支援の充実】

28決算額 221百万 29予算額 435百万 30予算額 486百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
各校が、自校の学力の課題に応じた取組を進めることができるよう、多
面的な支援を行う。
  ・学力向上支援サポーター（学びサポーター・理科補助員）の 配置
　・学習教材のデータ配信　全小中学校・こども相談センター
　・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催　４回以上
  ・「大阪市小学校学力経年調査」の実施、及び結果の分析
　　全小学校３～６年生対象
　・「大阪市中学校統一テスト」の実施、及び結果の分析
　　全中学校３年生対象
　・学校力ＵＰ支援事業における支援校への「学校力ＵＰコラボレーター」
　　の配置　70校程度
　・学力向上推進モデル校に対する学力向上指導実践チームの訪問指
    導の実施　小中合わせて80校程度
　・校長裁量拡大特例校　小中合わせて10校程度

・全小中学校の学校アンケートで「自校の学力の課題に応じた取組がで
　きた」とする旨の回答の割合　90％以上
・全小学校の学校アンケートで「『大阪市小学校学力経年調査』の分析結
　果を、学力向上に資する組織的な取組に活用する」という学校の割合
　100％
・「『大阪市中学校統一テスト』の結果を学習指導の改善及び進路指導に
　活用する」 という学校の割合　100％
・学校力ＵＰ支援校のうち、全国学力・学習状況調査で学力が向上した
　教科がある学校の割合　80％
・学力向上推進モデル校へのアンケートにおいて、「学力向上指導実践
　チームによる訪問指導が効果的であった」とする旨の回答の割合
　90％
・学力向上推進モデル校のうち、「小学校学力経年調査」「チャレンジテ
　スト」で当該教科・区分の学力が向上した学校の割合　80％
・校長裁量拡大特例校のうち、学校の実態に応じて設定した学力向上に
　かかる年度目標を達成した学校の割合　100％

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・上記学校アンケートの回答の割合　60％未満
・上記学校アンケートの回答の割合　80％未満
・上記学校アンケートの回答の割合　80％未満
・学力が向上した教科がある学校の割合　50％未満
・上記モデル校アンケートの回答の割合　60％未満
・モデル校で学力が向上した学校の割合　50％未満
・学力向上にかかる年度目標を達成した学校の割合　50％未満

前年度までの実績
・学力向上支援サポーター（学びサポーター・理科補助員）の配置
　学びサポーター：小学校234校・中学校52校　理科補助員：小学校40校
・学習教材のデータ配信　全小・中学校・こども相談センター
・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催  ８回
・「大阪市小学校学力経年調査」の実施、及び結果の分析　全小学校３
　～６年生対象
・「大阪市中学校統一テスト」の実施、及び結果の分析　全中学校３年生
　対象
・学校力ＵＰ支援事業における支援校への「学校力ＵＰコラボレーター」
　の配置　小学校41校・中学校29校
・校長裁量拡大特例校（スーパーリーダーシップ特例校）を30年度から、
　小学校５校・中学校５校で実施
・「自校の学力の課題に応じた取組ができた」とする旨の回答の割合
　小学校97.3％・中学校98.5％
・「『大阪市小学校学力経年調査』の分析結果を、学力向上に資する組
　織的な取組に活用する」という学校の割合　100％
・「『大阪市中学校統一テスト』の結果を学習指導の改善及び進路指導
　に活用する」という学校の割合　100％
・学校力ＵＰ支援校のうち、全国学力・学習状況調査で学力が向上した
　教科がある学校の割合　74.3％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・各学校で、経年調査結果の活用した取組の推進を図るため、30年度は
実施時期を早め、結果提供をさらには早めるように改善する。
・毎年変わる問題内容や難易度に左右されず、経年分析をより客観的に
行うため、調査結果を標準化得点で表記するよう改善する。
・学習教材データの活用を広めるため、学力向上通信等で周知する必要
がある。
・学力向上推進モデル事業で作成した指導資料の学校現場での活用を
支援する必要がある。また、取組の効果の測定のための仕組みを構築
する必要がある。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・学力向上支援サポーター（学びサポーター・理科補助員）の 配置
・学習教材のデータ配信　全小中学校・こども相談センター
・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催　８回
・「大阪市小学校学力経年調査」の実施、及び結果の分析　全小学校３
～６年生対象
・「大阪市中学校統一テスト」の実施、及び結果の分析　全中学校３年生
対象
・学校力ＵＰ支援事業における支援校への「学校力ＵＰコラボレーター」
の配置　小学校41校、中学校29校
・学力向上推進モデル校に対する学力向上指導実践チームの訪問指導
の実施　小学校48校、中学校32校
・校長裁量拡大特例校　小学校５校、中学校５校

・中学生チャレンジテストや小学校学力経年調査から見えた各学校の課
題に応じた支援を行うことが必要。
・小学校学力経年調査は、本市単独での調査内容であり、本市全体の
学力の伸びを測ることが難しいため、他都市等の結果と比較できるよう
なデータが必要である。また、単年度ごとの委託事業であるため、前年
度と委託事業者が変わり、結果帳票等の表現・処理の仕方が異なること
による混乱が生じた。

業績目標の達成状況

・96.9％
・100％
・100％
・78.6％
・100％
・81.3％
・100％

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「振り返りプリント」や「学年末まとめプリント」の活用の周知。
・本市全体の学力の伸びを測ることができるようにするため、他都市等
の結果と比較できるよう、実施内容を修正する。また、事業者ごとに結果
帳票等の表現・処理の仕方が異なることによる混乱が生じないよう、委
託事業者と協議し、可能な範囲で様式を指定していく。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】
具体的取組２－２－２ 【放課後を活用した学習機会の支援】

28決算額 29予算額 30予算額

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
放課後の学校施設等を活用した課外学習や、学びサポーター等を活用
した放課後学習の取組を進める。また、自主学習習慣の定着が図られる
よう、児童生徒一人ひとりの学習理解度や課題に応じた学習プリントを
作成することのできる教材データ配信等を活用し、家庭学習の充実に生
かす。
　・民間の事業者による課外学習等の実施　全区
  ・学力向上支援サポーター（学びサポーター）の配置（再掲）
　・学習教材のデータ配信　全小中学校・こども相談センター  （再掲）
　・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催　４回以上（再掲）
　

・業績目標（各区が事業ごとに設定）を達成した区　全実施区
・全小・中学校の学校アンケートで「データ配信された学習教材は役に
　立った」とする旨の回答の割合　前年度同等

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・業績目標を達成した区　　実施区の半数以下
・上記学校アンケートの回答の割合　80％未満

前年度までの実績
・民間の事業者による課外学習等の実施　全区
・学力向上支援サポーター（学びサポーター）の配置
　小学校234校　　中学校52校（再掲）
・学習教材のデータ配信　全小・中学校・こども相談センター  （再掲）
・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催  ８回
・各校アンケートで「データ配信された学習教材は役に立った」とする旨
　の回答の割合98.6％

2-1-1等に包含 2-1-1等に包含 2-1-1等に包含

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

放課後の学校施設等を活用した課外学習について、円滑な事業実施に
向け、区間の情報共有を密にするなど支援を行う。なお、事業実施に伴
い新たに環境整備が必要になった場合は状況に応じて対応する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・民間の事業者による課外学習等の実施　全区
・学力向上支援サポーター（学びサポーター）の配置（再掲）
・学習教材のデータ配信　全小中学校・こども相談センター  （再掲）
・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催　８回（再掲）

・放課後学習における各学校のニーズに応じた、学びサポーター研修内
容の工夫。

業績目標の達成状況
・全区実施
・99.0％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・学びサポーターとの連携による学習教材データ配信の、個に応じたさら
なる活用を推進していく。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組２－２－３ 【学校力UPベース事業(習熟度別少人数授業など個に応じた指導の充実）の実施】

28決算額 1,370百万 29予算額 1,414百万 30予算額 1,439百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
各小・中学校における児童生徒の習熟度別少人数授業など個に応じた
指導を充実するため、研修を通じて指導の改善を図る。
　・習熟度別少人数授業の実施
　　　小学校３～６年生の国語・算数、中学校の１～３年生の国語・数学・
　　　理科・英語 （自校の課題に応じて活用可）
　・学校力UPベース事業コーディネーター研修の実施
　　　小学校２回（うち１回は習熟度の授業担当者と合同）、中学校１回

・習熟度別少人数授業の児童生徒アンケートで「授業が分かる」 とする
　旨の回答の割合　（同じ母集団での比較）が実施前の回答以上
・学校力ＵＰベース事業コーディネーター研修における参加者の満足度
　90％以上

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・上記児童生徒アンケートの回答の割合　実施前より減少
・上記研修における参加者の満足度　70％未満

前年度までの実績
・習熟度別少人数授業を実施　全小・中学校
・コーディネーター研修の実施　小学校２回、中学校１回
・国語・算数（数学）及び英語の授業に関する習熟度別少人数授業の児
　童生徒アンケートで「授業が分かる」とする旨の回答の割合
　小学校89％（実施前84％）、中学校75％（実施前71％）
・習熟度別少人数授業コーディネーター研修における参加者の満足度
　小学校90％、中学校95％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・習熟度別少人数授業の実施
・学校力UPベース事業コーディネーター研修の実施
　　小学校２回（うち１回は習熟度の授業担当者と合同）、中学校２回

・自校の課題を把握し、より効果的な習熟度別少人数授業のあり方につ
いて、情報提供・情報交換を図りながら改善をめざす必要がある。

業績目標の達成状況
・実施前　小学校84％、中学校74％
  実施後　小学校89％、中学校78％
・小学校90％、中学校95％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・各校の課題に応じて、より効果的な習熟度別少人数授業を行えるよう、
情報提供・情報交換・意見交流を図りながら、授業改善を進める。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

新学習指導要領を意識した主体的・対話的で深い学びの実現に向けた
授業改善の方策を全校に周知する必要がある。①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない

②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－２－４ 【「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）の推進】

28決算額 ４百万 29予算額 ５百万 30予算額 ４百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
全ての学習の基盤となる言語能力等の育成を重視し、主体的・対話的で
深い学び（「アクティブ・ラーニング」）の視点から、学習・指導方法の不断
の改善を図るための実践研究を行い、優れた授業実践や校内研修の実
施に取り組むとともに、その成果の普及と共有を図る。
また、複雑な情報を論理的に読み解く力や、「プログラミング的思考」の
育成をめざしたプログラミング教育を推進する。
  ・「主体的・対話的で深い学びの推進プロジェクト事業」授業づくり研修
　 会　５回
  ・プログラミング教育に関する公開授業　小学校４回
　・プログラミング教育に関する教員研修　小学校６回　中学校６回

全国学力・学習状況調査の学校質問紙で「話し合う活動を通じて、自分
の考えを深めたり、広げたりすることができている」とする旨の回答の割
合　前年度以上

【撤退基準】
上記言語活動についての回答の割合が、小学校65％未満、中学校55％
未満であれば、事業手法を再構築する。

前年度までの実績
・「主体的・対話的で深い学びの推進モデル校事業」授業づくり研修会
　 14回
・プログラミング教育に関する公開授業　小学校12回　中学校６回
・プログラミング教育に関する教員研修　小学校６回　中学校６回
・全国学力・学習状況調査の学校質問紙で「話し合う活動を通じて、自分
　の考えを深めたり、広げたりすることができている」とする旨の回答の
　割合
  小学校75.6％、中学校77.1％  （28年度　小学校72.6％、中学校67.2％）

業績目標の達成状況

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「主体的・対話的で深い学びの推進プロジェクト事業」授業づくり研修会
８回
・プログラミング教育に関する公開授業　小学校23回
・プログラミング教育に関する教員研修　小学校８回　中学校６回

・小中学校ともに「話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げた
りすることができている」とする旨の回答の割合は前年度に比べ上昇し
ている。今後、「深い学び」の実現に向けてさらなる授業改善が必要であ
る。
・小学1年生から6年生までの6年間において、系統立ったプログラミング
的思考の育成が必要である。同時に習得した能力を各教科において横
断的に活用することによってより定着を図る必要がある。業績目標の達成状況

・小学校81.0％、中学校93.9％
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・実践事例集の活用を広めるとともに、さらに多くの教員が研修に参加で
きるよう、実施時期や内容を工夫していく。
・２年間の研究で培った実践事例を、ポータルサイトを通じて発信すると
ともに、プログラミング教育の年間計画例を作成し、各校に周知すること
や、引き続きプログラミング教育に係る研修を実施する。また、プログラミ
ング教育担当教員を設定し、担当教員向け研修を行う。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・理科観察実験ガイドの活用を図る必要があるため、研修で実践を踏ま

えて再度紹介し、周知を図った。今後、waku×2.com-beeにも掲載する予
定である。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－２－５ 【理数教育の充実】

28決算額 １百万 29予算額 １百万 30予算額 １百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
「理科観察実験充実プロジェクト事業」等により、自然との関わりを大切
にした体験を重視した授業づくりや理科観察実験の充実を図るとともに、
習熟度別少人数授業、個に応じたプリント教材の活用、自立的・協働的
な学びの推進等による算数・数学における基礎学力の定着及び論理的
思考能力等の育成を図る。
　・「理科観察実験充実プロジェクト」授業づくり研修会の開催
　　小学校８回　中学校２回
　・学校力ＵＰベース事業による習熟度別少人数授業の実施（再掲）
　　小学校３～６年生の算数
　　中学校１～３年生の理科（５校程度モデル実施）、数学
　・学習教材データ配信　全小中学校・こども相談センター（再掲）
　・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催　４回以上 （再
    掲）

研修に参加した教員の学級の児童生徒に対するアンケートで理科の「観
察・実験は好き」とする旨の回答の割合　小学校90％以上、中学校80％
以上

【撤退基準】
上記の回答の割合が小・中学校ともに50％未満ならば、事業手法を再構
築する。

前年度までの実績
・「理科観察実験充実プロジェクト」授業づくり研修会の開催
　小学校８回　中学校２回
・研修に参加した教員の学級の児童生徒に対するアンケートで理科の
　「観察・実験は好き」とする旨の回答の割合
　小学校89.8％、中学校84.8％

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「理科観察実験充実プロジェクト」授業づくり研修会の開催　小学校８回
中学校２回
・学校力ＵＰベース事業による習熟度別少人数授業の実施（再掲）
・学習教材データ配信　全小中学校・こども相談センター（再掲）
・学習教材データ配信の活用に関する研修会の開催　８回 （再掲）

・地学領域の内容について、教員からのニーズが高い。

業績目標の達成状況

・小学校90.3％、中学校85.7％
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・研修に参加しやすい日程にするとともに、教員のニーズに応じた理科
観察実験内容を取り入れる。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）

自
己
評
価

取組実績

中
間
振
り
返
り

①
（ⅰ）
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【様式２】

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

各校が、学校公開又は保護者・地域住民が参加する活動（防災訓練等）
の活動に取り組むことが必要であることから、今後も引き続き、校長会や
教頭会において取組を促す。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－２－６ 【土曜授業の実施】

28決算額 29予算額 30予算額

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、授業の公開や保護者・地域
住民が参加する活動を実施するため、すべての小・中学校で土曜授業を
行う。（土曜授業の実施　年３回以上）

土曜授業の実施状況に関する学校調査で「家庭や地域との連携のもと
開かれた教育活動の充実をはかることができた」とする旨の回答の割合
小学校95％、中学校90％

【撤退基準】
上記回答の割合が80％以下であれば、事業手法を再構築する。

前年度までの実績
・土曜授業の実施　年６回以上（そのうち、学校公開又は保護者・地域住
　民が参加する活動の実施　年１回以上）
・土曜授業の実施状況に関する学校調査で「家庭や地域との連携のもと
　開かれた教育活動の充実をはかることができた」とする旨の回答
　小学校93％、中学校87％

― ― ―

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・全ての小・中学校で年３回以上実施 ・実施状況調査において、家事都合や習い事を優先させる等の理由で欠
席する児童生徒がいること、部活動との日程調整が難しいこと、を課題
に挙げた学校の割合が高い。

業績目標の達成状況

・小学校95％、中学校91.6％
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・土曜授業の年間日程や取組内容をできるだけ早い段階で家庭・地域に
示し、取組についての理解を得られるような周知をするよう、各校に指導
する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
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【様式２】
めざす成果及び戦略　２－３ 【国際社会において生き抜く力の育成】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
グローバル社会に対応するための英語力やＩＣＴの活用など、コミュニ
ケーションの障壁を乗り越える力を身に付け、自身のアイデンティティと
なる自国の文化を理解し、他国との文化や考え方の違いを乗り越えて、
学校や地域でつながっていこうとする児童生徒を増やす。

・ ＩＣＴ学習環境の活用、生きた英語を学ぶ授業などの教育効果が見込
　まれるカリキュラムの実施を促すといった取組を推進する。
・各学校園における多文化共生教育の取組を総合的横断的に位置付
　け、教育課程内外で体系的に実践を展開していく。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①32年度末に、中学校卒業段階で英検３級程度以上の英語力を有する
　生徒の割合を50％以上にする。
②32年度末に、多文化共生と協働の取組を入れた「『学校園における
　人権教育・啓発推進計画』実施計画」を作成している学校園を100％に
　する。

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・小中９年間を見通した英語教育の深化・充実に向け、特に小学校教員
の英語力向上が必要である。
・増加している帰国来日の児童生徒への対応。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

①52.8％ Ａ

Ａ

②94.7％ Ａ
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・ネイティブ・スピーカーを活用した英語力向上に向けた研修会を充実さ
せ、児童への指導に生かす。
・帰国来日の児童生徒に対する日本語指導支援の充実を図っていく。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

52.2%

71.1%
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【様式２】

円 円 円

具体的取組２－３－１ 【英語教育の強化】

28決算額 508百万 29予算額 564百万 30予算額 655百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
「聞く」「話す」「読む」「書く」の育成も含めたコミュニケーション能力をバラ
ンスよくはぐくむ英語教育を推進する。
　・小学校低学年からの英語教育の実施　全小学校
　・小中９年間を見通した英語教育の深化・充実
　・９年間を見通した学年別到達目標の小中学校間での共有
　　　上記、学年別到達目標の周知徹底のための研修会開催（１回）
　・ネイティブ・スピーカーを活用した生きた英語を学ぶ授業の実施
　　　中学校区において、ネイティブ・スピーカーとのティーム・ティーチン
　　　グを下記目安時間で実施。
　　　　　　　　　　小学校３・４年…７時間程度
　　　　　　　　　　小学校５・６年…20時間程度
　　　　　　　　　　中学校全学年…15時間程度
　　　　　　　　　　　　　　　　（１学級あたり年間平均実施時数）
　・教員の指導力・英語力向上に向けた研修会の実施
　・「大阪市英語力調査（外部）」の実施　中学１～３年生対象    年１回
　・英語体験イベントの実施　小学生対象年２回　 中・高校生対象年１回

・児童生徒アンケートで小学校における外国語活動について「楽しい」、
　中学校における英語の授業について「分かる」とする旨の回答の割合
　前年度以上
・中学校卒業段階で英検３級程度以上の英語力を有する生徒の割合
　40％以上

【撤退基準】
以下の状況ならば、事業手法を再構築する。
・上記外国語活動・英語についての回答の割合が、小学校75％、中学校
　60％未満
・中学校卒業段階で、英検３級程度以上の英語力を有する生徒の割合
　が30％未満

前年度までの実績

・小中学校９年間を見通した「大阪市版『ＣＡＮ-ＤＯリスト』の形での学年
　別到達目標（大綱）」の策定
・タスクフォースの開催　３回
・小学校低学年からの英語教育の実施　全小学校
・小中９年間を見通したカリキュラム（案）による実践
・ネイティブ・スピーカーを活用した授業の実施
　小学校５・６年、中学校全学年１学級あたり年間平均16.1時間
・小学校英語教育ステップアップ講座　６回開催
・小学校訪問研修　全290校に実施
・小学校中核教員育成研修　全18回
・中学校英語イノベーション研修　全５回
・中学校訪問研修　６回
・中学校「英語教育改革に向けた教員育成研修」　全14回
・「大阪市英語力調査（外部）」の実施　中学１～３年生対象　年１回
・英語体験イベントの実施　小学生対象年２回　中学生対象年１回　高校
　生対象年１回
・外国語活動・英語についての児童生徒アンケートで小学校で「楽し
　い」、中学校で「分かる」とする旨の回答の割合
　　小学校88.6％、中学校73.5％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・新学習指導要領の移行措置による３年生以上での外国語活動の15単
位時間増への対応については、児童英語教育に長けた非常勤嘱託職員
２名と指導教諭２名の計４名からなる「英語授業力向上推進チーム」が各
小学校を巡回し、各校年２回の計画で訪問指導を実施している。
・教員の英語力向上については、本市が任用しているネイティブ・スピー
カーを活用した英語力向上研修を９月と10月に８回計画している。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・小学校低学年からの英語教育の実施　全小学校
・小中９年間を見通した英語教育の深化・充実
・９年間を見通した学年別到達目標の小中学校間での共有
　　上記、学年別到達目標の周知徹底のための研修会開催（１回）
・ネイティブ・スピーカーを活用した生きた英語を学ぶ授業の実施
　　中学校区において、ネイティブ・スピーカーとのティーム・ティーチング
　　を下記目安時間で実施
　　　　　　　小学校３・４年…8.2時間程度
　　　　　　　小学校５・６年…26.1時間程度
　　　　　　　中学校全学年…11.6時間程度
　　　　　　　　（１学級あたり年間平均実施時数）
・教員の指導力・英語力向上に向けた研修会の実施
・「大阪市英語力調査（外部）」の実施　中学１～３年生対象    年１回
・英語体験イベントの実施　小学生対象年２回　 中・高校生対象年１回

・小学校の新学習指導要領移行措置と本市独自の短時間を活用した
「小学校低学年からの英語教育」に対応したカリキュラムや指導案の周
知徹底。
・小学校教員が移行措置及び本市独自の「小学校低学年からの英語教
育」の内容を十分に理解し取組を進めるには、小学校教員の指導力向
上が必要である。
・教員の英語力向上。

業績目標の達成状況

・小学校76.2 ％、中学校73.0 ％
・52.8％

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「英語指導力向上推進チーム」により、小学校の新学習指導要領移行
措置と本市独自の短時間を活用した「小学校低学年からの英語教育」に
対応したカリキュラムや指導案の策定及び小学校教員研修を引き続き
実施する。
・学級担任とネイティブ・スピーカーとのティームティーチングに関する研
修の充実を図り、授業時間での積極的かつ効果的な活用を図る。
・本年度実施した、長期休業中を中心に、英語教員に対しネイティブ・ス
ピーカーを活用した英語力伸長のための研修会を拡充する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組２－３－２ 【ICT学習環境を活用した教育の推進】

28決算額 1,693百万 29予算額 2,778百万 30予算額 3,239百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
最先端のＩＣＴ環境の中で、児童・生徒が互いに教え合い学び合う協働的
な学びや、思考力・判断力・表現力の育成につながる言語活動、児童・
生徒一人ひとりの能力や特性に応じた指導等を充実させ、授業の質を
向上し、自分で考え判断する力、自分の考えを豊かに伝える力、最新のＩ
ＣＴ機器を活用する力を備えた21世紀をたくましく生き抜く子どもの育成
を図る。
　・大阪市スタンダードモデルの拡充
　・教員のＩＣＴ活用指導力向上にむけた研修の実施
　・モデル校における実証研究の実施
　    小学校18校、中学校８校、施設一体型小中一貫校３校
  ・校内ＬＡＮ環境の拡充・整備とセキュリティの確保
　
　

・「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」（文部科学省）に
　おいて、教員の児童・生徒のICT活用を指導する能力についての肯定
　的な回答の割合　70％以上

【撤退基準】
以下の状況ならば、教員及び学校への個別ヒアリングを行い、必要な研
修を計画・実施する。
・上記調査における肯定的な回答の割合　60％未満

前年度までの実績
・大阪市スタンダードモデル　新たに675事例拡充
・全教員のＩＣＴ活用指導力向上に向けた研修の実施　137回
・モデル校における実証研究の実施
 　小学校18校、中学校８校、施設一体型小中一貫校３校
・校内ＬＡＮ環境の拡充・整備（下見調査・設計142校、工事92校）とセ
　キュリティの確保
・モデル校の児童生徒アンケートで「友達と一緒に考えたり、考えをまと
　めあったりしている」とする旨の回答の割合　84.6％
・教員の児童・生徒のICT活用を指導する能力についての肯定的な回答
　の割合　67％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・実践事例や教材・資料を増やすなど「大阪市スタンダードモデル」の拡
充を図るとともに、教員に周知する。
・ICTを効果的に活用した授業実践ができるよう、教員のニーズに応じた
研修を計画的に実施する。
・研修や各校の授業実践を通して、ＩＣＴ活用指導力の向上を図る。
・ICTの効果的な活用を推進するため各校の実態に応じた支援を実施す
る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・大阪市スタンダードモデル　新たに1,004事例拡充
・教員のＩＣＴ活用指導力向上にむけた研修の実施
・モデル校における実証研究の実施
　   小学校18校、中学校８校、施設一体型小中一貫校３校
・校内ＬＡＮ環境の拡充・整備とセキュリティの確保

・教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るため、研修や指導助言等をさらに
充実させる必要がある。
・校内ＬＡＮ再構築に関する学校への対応及び関係部署との連携を引き
続き行う必要がある。

業績目標の達成状況

・集計中（目標達成見込み）
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向け、学校や教員への研修等の支援
の充実を図る。
・セキュリティ確保のためのシステムづくり及び校内ＬＡＮの計画的な再
構築を行うとともに、校内ＬＡＮ再構築について、該当校へ丁寧な説明を
行うとともに関係部署と連携していく。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組２－３－３ 【公設民営学校の設置】

28決算額 ２百万 29予算額 ６百万 30予算額 1,108百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
国家戦略特区の特例を活用し、公設民営の手法による中高一貫教育校
の開設をめざす。
指定管理法人と連携し、特色ある教育課程編成や入学者選抜制度の確
立、新校舎の設計業務等の開設準備を行う。
また、公設民営学校において導入予定の国際バカロレアプログラムの実
施に向け、認定校資格取得のための準備業務を行う。
・学校説明会実施　３回
・学校案内発行
・併設中学校及び高等学校それぞれの入学者選抜を実施
・国際バカロレア先進校等の視察　３箇所
・国際バカロレアＤＰ認定に関する情報交換会　６回
・国際バカロレアワークショップ受講　２回

・平成31年４月開校のための開校準備事務の実施
・入学希望者数の増加

【撤退基準】
（複数年事業）併設中学校、高等学校ともに志願者数が定員に満たない
場合は、事業手法の再構築を図る。

前年度までの実績

指定管理法人の「大阪ＹＭＣＡ」と連携し、新校舎の設計業務や教育課程
編成等の開設準備を行った。さらに公募により校名を「大阪市立水都国
際中学校・高等学校」と決定した。
・「公設民営学校あり方ワーキング・グループ」等開催　３回
・国際バカロレア先進校等の視察　６箇所
・国際バカロレアＤＰ認定に関する情報交換会　６回
・国際バカロレアワークショップ受講　３回
・国際バカロレア教育についての講演会及び学校説明会　１回

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

指定管理法人と連携し、開校準備事務を進めるとともに、学校説明会の
開催や学校案内の発行など、入学希望者数の増加に向けて引き続き取
り組んでいく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・学校説明会実施　４回
・学校案内・ポスター等発行　３回
・併設中学校及び高等学校それぞれの入学者選抜を実施
・国際バカロレア先進校等の視察　３箇所
・国際バカロレアＤＰ認定に関する情報交換会　６回
・国際バカロレアワークショップ受講　２回

・入学希望者数増加のため、学校説明会等の開催により、保護者、児童
生徒に周知を行う。

業績目標の達成状況

取組実績どおり
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・複数回にわたる学校説明会や個別相談会、体験学習会等を開催する
とともに、より詳細な学校案内パンフレットを作成し、配付する。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・多文化共生教育推進連絡会　12回
・多文化共生教育推進モデル校指定　４校
・多国籍化に対応した国際クラブ新たに開設　33校
・区役所との日本語指導連携会議　１回

・国際クラブの指導者の確保や教材資料等の充実が課題となっている。
また、４月・９月に編入学が集中し、迅速な初期対応ができない場合が
あった。

業績目標の達成状況
・94.7 ％
・32件（指導部と併せて442件）
・33校

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・今後ますます増加すると思われる帰国来日の児童生徒への対応につ
いて、「多文化共生教育相談ルーム」の活用や「多文化共生教育推進事
業」の展開を図り、充実させる。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

「多文化共生教育相談ルーム準備室」について、教材・資料収集、実施
体制の整備に時間を要し、当初の予定より開始の遅れが生じている。９
月中旬より、相談業務を試行実施する予定である

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－３－４ 【多文化共生教育の推進】

28決算額 ― 29予算額 ― 30予算額 58百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

前年度までの実績
30年度新規事業

多国籍化・急増する外国からの児童生徒への適応指導及び母語・アイ
デンティティの保持伸長及び周りの児童生徒への指導の充実を図り、
「内なるグローバル化」の実現と多様な価値観や文化を持っている子ど
も同士が共に学ぶ新たな多文化共生教育の構築をめざして「多文化共
生教育相談ルーム準備室」を開設する。また、とりわけ日本語指導の必
要な児童生徒に対しては、新しくセンター校を開設し、プレスクール、補
習、保護者支援等、総合的で多様な支援の実現を模索する。
　・多文化共生教育推進連絡会　10回
　・多文化共生教育推進モデル校指定　５校
　・多国籍化に対応した国際クラブ新たに開設
　・新センター校開設 ２校
　・区役所との日本語指導連携会議　１回

・「『学校園における人権教育・啓発推進計画』実施計画」において、多文
　化共生と協働を取り入れた計画を作成する学校園の割合　75％
・多文化共生教育相談ルームへの相談件数　 250件（日本語指導の必
　要な児童生徒数の８割程度、指導部と併せて500件）
・多国籍化に対応した国際クラブを新たに５校開設

【撤退基準】
 上記の基準に達しない場合、事業の再構築、事業スケジュールの見直
　し、事業周知を図る。

自
己
評
価

取組実績

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
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【様式２】

円 円 円

小男52.8点
小女54.6点
中男41.0点
中女49.3点

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・体力向上に関するモデル校園講習会　11回
    （オリンピック・パラリンピックムーブメント教育に関連）
・体力向上に関する研修会　５回
　　（オリンピック・パラリンピックムーブメント教育に関連）
・ホームタウンの取組　４回
・文化プログラムの推進　３回
・オリンピアン等の招聘　10回

・学校教育活動以外における運動習慣の定着。
・体育・保健体育の授業改善並びに体育的教育活動におけるさらなる工
夫改善の実施。
・オリンピック・パラリンピック教育モデル校講習会における講師の人材
確保。
・「新体力テスト」の実施における、測定する教員数の不足や、環境の整
備等。

業績目標の達成状況
・小学校70.6％、中学校68.5％
・小学校84.3％、中学校81.6％

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・教育委員会、学校、各種団体の協力による取組を継続させるとともに、
「子どもの体力強化プラン」に基づき、区や関係団体と連携を図り、子ど
もたちが運動やスポーツ等に気軽に関わることができる機会を提供する
ことにより、運動の習慣化を図る。
・スポーツ庁の委託事業「オリンピック・パラリンピックムーブメント教育全
国展開事業」を受け、多面的な教育的価値があるオリンピック・パラリン
ピックムーブメント教育を通して人材育成の観点から様々な取組をモデ
ル校を中心に展開する。また、子どもたちが、オリンピック・パラリンピック
に興味を持つとともに、運動に親しむ動機づけとなるよう、関連させた取
組を進める。
・経済戦略局や関係諸団体と連携し、モデル校講習会講師の人材確保
に努める。
・「新体力テストに係る実後研修会」を複数回開催することにより、教員の
指導力の向上を図るとともに、学生ボランティアを、計測の補助として小
学校へ配置できるよう取り組む。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・体力向上の取組内容の充実を図るため、昨年度のモデル校の取組や
講習会の内容、推進委員会の提言等を「子どもの体力向上推進プログラ
ム」として、校園ネットワークシステムに掲載した。
・これまで以上に、子どもたちが運動やスポーツに親しむ動機づけとなる
よう、モデル校園を中心に様々な人材を活用し、オリンピック・パラリン
ピック教育に関連した教員や保護者向けの研修会や子ども向けの講習
会を開催する等の取組を進める。
・子どもの体力向上に関して、区と小中学校との連携を進めていく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－４－１ 【子どもの体力向上支援】

28決算額 ２百万 29予算額 ５百万 30予算額 ６百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

前年度までの実績

全小・中学校が、自校の「体力づくりアクションプラン」を点検・改訂しなが
ら体力向上の取組を充実することができるよう、研修等を通じて指導の
改善を図る。
国の委託事業を活用し、経済戦略局とも連携しながら、スポーツが持つ
価値の理解のみならず、スポーツや運動に関する肯定的な意識の醸成
を図るとともに、多面的な教育的価値があるオリンピック・パラリンピック
ムーブメント教育を通して人材育成の観点から様々な取組を展開する。
また、子どもたちが、オリンピック・パラリンピックに興味を持つとともに、
運動に親しむ動機づけとなるよう、関連させた取組を進める。
モデル校園を指定し、優れた教育実践の研究・周知を進めるとともに、各
区と連携を図り、子どもたちに対して、学校の教育課程に関するものを除
いた、運動に親しむ機会の提供に取り組む。
　・体力向上に関するモデル校園講習会　２回×10校園
    （オリンピック・パラリンピックムーブメント教育に関連）
　・体力向上に関する研修会　６回
　　（オリンピック・パラリンピックムーブメント教育に関連）
　・ホームタウンの取組　２回
　・文化プログラムの推進　２回
　・オリンピアン等の招聘　２回

・①児童生徒アンケートで、「週３回以上運動する」とする回答の割合
  前年度以上
・②児童生徒アンケートで、「オリンピックやパラリンピックに興味を持つよ
　うになった」と回答する割合が60％以上

【撤退基準】
・①小学校・中学校とも60％未満であれば、事業内容を再構築する。
・②50％未満であれば事業内容を再構築する。

・全小・中学校において「体力づくりアクションプラン」を改訂
・体力向上の指導に係るモデル研究
　　幼稚園２園、小学校４校、中学校２校
・体力向上に関する研修会　６回
・体力向上に関する講習会　８校園で計22回実施
・児童生徒アンケートで、「週３回以上運動する」とする回答の割合
　小学校71.6％、中学校68.7％

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

全国体力・運動能力、運動習慣等調査については、概ね改善傾向にあ
り、成果が表れているが、目標とする状況には達していない。アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

①小学校男子52.8点、小学校女子54.5点
　 中学校男子41.7点、中学校女子50.1点

Ｂ
Ａ

②100％ Ａ 今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

オリンピック・パラリンピックムーブメント教育全国展開事業を受け、子ど
もたちがオリンピック・パラリンピックに興味を持つとともに、運動に親しむ
動機づけとなるよう、関連させた取組を進める。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

100%

めざす成果及び戦略　２－４ 【健康や体力を保持増進する力の育成】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
主体的に運動する習慣や、基礎的な体力、望ましい食生活など健康的
な生活習慣、健康を管理する能力を身に付けた児童生徒を増やす。

各校において体育や食育が計画的に推進されるよう、優れた教育実践
の開発・普及や教員の指導力向上などを図るとともに、小・中学生の望
ましい食習慣の形成に資するよう、栄養バランスのとれた給食を提供す
る。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

①32年度末に、全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体力合
　計点を、小学校男子53.0点、女子56.0点、中学校男子42.0点、
　女子51.0点以上にする。
②32年度末に、『食に関する指導の年間指導計画』を作成している学校
　の割合を100％にする。
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・高等学校教職員人権教育研修委員会　５回
・高等学校教職員人権教育研修会　４回
・高等学校進路指導主事研修会　２回
・高等学校生徒指導主事研修会　２回
・中学校における委託団体活用モデル事業
　　　民間委託団体の指導者による指導
　　　　　　　　年間指導回数150回10部活動
　　　　　　　　年間指導回数　50回10部活動
・部活動技術指導者招聘事業
　　　個人指導者による年平均25回の指導　273部
・部活動指導員活用モデル事業
　　　非常勤の部活動指導員による部活動指導　69部活動

・各校において、「大阪市部活動指針～プレイヤーズファースト～」に基
づいた取組を推進するには、教員生徒はもとより、保護者や地域の理解
が必要。
・「民間団体活用方式」では、指導者のみでは学校外への引率ができな
いなど制度上の制約がある。
・「部活動指導員方式」では、平日の15時から18時の時間帯に学校で部
活動指導ができる適格な人材の確保が難しい。

業績目標の達成状況

・99.0％
・97.0％
・60.1％
・61.1％
・58.6％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・各校に対して「大阪市部活動指針～プレイヤーズファースト～」に基づ
いた取組状況について調査をし、状況を把握したうえで、対応について
検討する。
・平成31年度は、「民間団体活用方式」から撤退し「部活動指導員方式」
に一本化して取り組む。また、「部活動指導員」の資格要件を変更し「大
学生・大学院生」も加えて募集する。さらに、「学生」を非常勤嘱託職員と
して採用するにあたり、教育委員会が実施する「学生向け事前研修」を
修了し、大学の関係者等から推薦された者が申請できることとする。
・以上の取組により更なる人材の確保に取り組む。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・平成30年7月に改定した「大阪市部活動指針～プレイヤーズファースト
～」の周知を図っていく。
・部活動指導員活用モデル事業におけるデータ収集及び検証を行うとと
もに、学校あてニーズ調査を実施し、今後の事業展開について検討す
る。
・部活動指導員方式についての人材確保が課題となっており、さらなる
周知活動に取り組むとともに、民間企業等に働きかけ、関係部局とも連
携する等、新たな人材確保に努める。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－４－２ 【部活動の改革】

28決算額 46百万 29予算額 49百万 30予算額 174百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

前年度までの実績

高等学校においては、プレイヤーズファーストの精神を基調とした人権
教育を基盤とし、生徒の自己実現に向けた生徒指導・部活動指導を実践
することで、さらに人権感覚に富んだ教育活動を継続的に進める。
また、中学校においても、プレイヤーズファーストに基づき、部活動の振
興と充実を図るとともに、教職員の過重負担の解消、さらには部活動の
あり方を検討するため、民間の指導力を活用した部活動のあり方研究の
取組を継続する。さらに、平成29年4月の省令改正により部活動指導員
を学校の非常勤職員として位置づけられたことから部活動指導員を任用
し、学校における部活動の指導体制の充実を図る。
　・高等学校教職員人権教育研修委員会　５回
　・高等学校教職員人権教育研修会　４回
　・高等学校進路指導主事研修会　２回
　・高等学校生徒指導主事研修会　２回
　・中学校における委託団体活用モデル事業
　　　民間委託団体の指導者による指導
　　　　　　　　　年間指導回数150回10部活動
　　　　　　　　　年間指導回数　50回10部活動
　・部活動技術指導者招聘事業
　　　個人指導者による年平均25回の指導　250部
　・部活動指導員活用モデル事業
　　　非常勤の部活動指導員による部活動指導　80部活動
　
　

・教職員人権教育研修受講者アンケートで「人権に関する認識について
　再確認ができた等」の旨の割合　90％以上
・①「民間団体活用方式」活用校で、生徒が、事業実施前より「技術が向
　上した」「技術指導に満足している」とする旨の回答の割合　60％以上
・②「民間団体活用方式」活用校で、教員が、事業実施前より「業務の負
　担軽減が図れた」「他の業務に従事することができた」とする旨の回答
　の割合　60％以上
・③「部活動指導員方式」活用校で、管理職が、事業実施前より「関係教
　員の業務の負担軽減になった」「指導力が向上した」と答える割合
　60％以上
・④「部活動指導員方式」活用校で、部活動指導員の配置時間に対す
　る、当該部活動に関わる（関わっていた）教員の部活動関係従事時間
　の減　50％以上

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・上記研修受講者アンケートの回答の割合　70％未満
・上記アンケート①②③の回答の割合　60％未満
・上記アンケート④の回答の割合　50％未満

・高等学校教職員人権教育研修委員会　５回
・高等学校教職員人権教育研修会　４回
・高等学校進路指導主事研修会　２回
・高等学校生徒指導主事研修会　２回
・中学校における委託団体活用モデル事業
　　民間委託団体の指導者による様々な実施形態の指導　16部活動
・中学校における個人登録活用モデル事業
　　個人指導者による105回の指導　４部活動
・部活動技術指導者招聘事業
　　個人指導者による年平均24回の指導 300部
・「人権に関する認識について再確認ができた等」の旨の割合  95.9％
・「部活動が充実していた」とする旨の回答の割合　97.7％
・「教員の負担軽減に効果があった」とする旨の回答の割合　100％
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・食に関する指導に係る研修会　年５回
・「食育つうしん」の発行　年11回
・中学校給食において１学期より７校、２学期より26校を学校調理方式へ
移行（計96校へ拡充）

・食に関する指導計画や推進体制を整備し、それらを基に、一層食育を
充実させ、推進していく必要がある。

業績目標の達成状況
・90％
・86.6％

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・中学校教員を対象とした研修等における優れた教育実践の普及や、実
施に課題のある学校に食育推進の組織を基に実践を進めるよう、指導
を行う。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中学校における食育の推進については、給食指導を中心とした食育の
推進が必要となってくることから、校長研修や区の校長会などを活用し、
食育推進について指示伝達していく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－４－３ 【食育の推進】

28決算額 2,377百万 29予算額 3,490百万 30予算額 6,337百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
全小・中学校に各校の「食に関する指導の全体計画」と「食に関する指
導の年間指導計画」を作成させるとともに、各校で同プランに基づき食育
の取組が実施されるよう、優れた教育実践の普及や、実施に課題がある
学校に重点化して支援を行う。
中学校給食については、現在デリバリー方式で実施している給食を平成
31年2学期までに、日々の温かいおかずの提供に加え、分量調整やアレ
ルギー等に、より柔軟に対応できる「学校調理方式」に移行する取組を
進める。
　・小・中学校対象　食に関する指導に係る研修会　年５回
　・全中学校対象　「食育つうしん」の発行　年11回
　・中学校給食において１学期より7校、２学期より26校を
　　学校調理方式へ移行（平成30年度中に96校へ拡充）

・全小・中学校の調査で「教科等における食に関する指導の充実のため
　の取組をしている」と回答する学校の割合　前年度以上
・全中学校において「給食を全部食べている・ほぼ全部食べている」と回
　答する生徒の割合　40％以上

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・上記学校調査の回答の割合　60％未満
・上記生徒アンケートの回答の割合　30％未満

前年度までの実績

・食に関する指導に係る研修会　年５回
・「食育つうしん」の発行　年11回
・中学校給食において学校調理方式（小中親子方式・自校調理方式）の
　導入・実施校　63校
・全小・中学校の調査で「教科等における食に関する指導の充実のため
　の取組をしている」と回答する学校の割合　91％
・全中学校において「給食を全部食べている・ほぼ全部食べて いる」と回
　答する生徒の割合　76.9％
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【様式２】

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・めざすべき将来像の実現に向け、学校の活性化、教員の資質向上や能力発揮につながるよう取り組んだ。学校の活性化については、分権型教育
行政システムによる学校マネジメントへの支援や各校園における独自の創意ある教育実践、校務負担軽減に向けたシステムの活用や教員の長時
間勤務の解消に向けた取組などにより、成果が見られた。
・教員の資質向上等については、採用から年数の短い教員が増加し、経験豊富な教員から若手教員への指導技術の継承が困難となってきている
が、校園内研修の充実やポータルサイトの活用などにより改善傾向が見られ、さらに、目標とする状況を上回っている項目もある。引き続き、教育
指導員などによる直接指導や校園内研修体制づくりへの支援を継続し、若手教員育成を中心とした校園内研修の充実・活性化を図っていく。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【施策を実現するための仕組みの推進】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

一人一人の教職員が自律性を備えた人材としてその能力を高め、教育活動で専門性を十分発揮するとともに、学校園が組織として
の自主性・自律性を高め、特色ある教育実践を展開することにより、学校園が子どもたちの活気あふれる場となる状態をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

◆全国学力・学習状況調査の比較
　　・国語・算数（数学）の授業内容はよくわかりますか。

　　・国語・算数（数学）は好きですか。

◆校長によるマネジメントの強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆教員の仕事時間（ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＴＡＬＩＳ）より）
　・裁量予算の拡充（多様な体験活動推進事業→校長経営戦略支援予算）　　　　　　　　（参加国：ＯＥＣＤ加盟国等34カ国・地域（2014年）

◆大阪市立小・中学校教員の年齢構成　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆大阪市立小・中学校の採用者数の推移（29年度）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・児童生徒の学習に対する理解や興味・関心を高めるには、教員が指導力を十分に発揮し、学校が特色ある教育実践を展開することが必要だが、
新規教員の大量採用のため、経験豊富な教員から若手教員への指導技術の継承が困難となっていることや、学校を取り巻く課題が多様化すること
に伴い教員の校務負担が増加しており、教員が児童生徒に向き合って教育実践で指導力を十分に発揮することができていないため、状況の改善
が阻害されていることが主な要因であると考えられる。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・学校園での取組が組織的・継続的に改善できるような仕組みを構築する必要がある。
・一人ひとりの教職員が、その持てる能力を発揮できる環境の整備、さらには、学校園が組織としての自主性・自立性を高め、特色ある教育実践を
展開できるようにする必要がある。
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【様式２】

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・保護者・区民等の教育に関連するニーズや学校の状況の把握
・学校協議会の運営の補佐
・校園長の人事に関する意見
・学校との防災・減災に関する情報の共有及び学校等と連携した取組の
実施
・学校の状況に応じたサポート
・学校施策評価による学校の目標（指標）の達成状況及び取組の評価

・保護者・区民等の教育に関するニーズの把握や学校施策評価を通した
各校の状況把握により、学校園への支援の充実が図られている。学校
施策評価については、学校に対するモニタリングや校長への面談などの
方策について、区と教育委員会とでより密に連携していく必要がある。

業績目標の達成状況

・100％
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区担当教育次長による学校施策評価にあたって、学校に対するモニタ
リングや校長への面談がより充実したものになるよう、必要な資料の提
供を的確に行う。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

区担当教育次長による学校施策評価について、学校に対するモニタリン
グや校長への面談、評価シートの作成などの方策について、各校への適
切な支援につなげていくことができるよう、区と教育委員会と共通理解を
図っていく必要がある。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区担当教育次長は、区内の学校園や地域の実態を把握し、安全で安心
できる教育環境の実現や、学力・体力の向上などの教育課題を解決する
ため、学校園の支援を行う。
　・保護者・区民等の教育に関連するニーズや学校の状況の把握
　・学校協議会の運営の補佐
　・校園長の人事に関する意見
　・学校との防災・減災に関する情報の共有及び学校等と連携した取組
　　の実施
　・学校の状況に応じたサポート
　・学校施策評価による学校の目標（指標）の達成状況及び取組の評価

各区が実施した事業について、設定した指標が「達成した」「概ね達成し
た」と回答する区の割合　80％以上

【撤退基準】
上記目標が未達成の場合、達成しなかった区の事業内容を再構築す
る。

前年度までの実績
・保護者・区民等の教育に関連するニーズや学校の状況の把握
・学校協議会の運営の補佐
・校園長の人事に関する意見
・学校との防災・減災に関する情報の共有及び学校等と連携した取組の
　実施
・学校の状況に応じたサポート
・学校の目標（指標）の達成状況及び取組の評価
・各区が実施した事業について、設定した指標が「達成した」「概ね達成し
　た」と回答する区の割合　100％

具体的取組３－１－１ 【分権型教育行政システムによる学校マネジメントの支援】

28決算額 29予算額 30予算額― ― ―

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

学校園により近い区担当教育次長が各校における状況の把握や取組の
評価を行うとともに、マネジメントの支援を行う。
様々な業務改善に向けた取組を推進するとともに、業務改善の効果検証
を行い、解消に向けてのさらなる改善策を検討していく。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

引き続き各校において、校長によるマネジメント体制や校長・教頭を支援
する仕組みの強化が図られている。
ＩＣＴの活用や外部人材の導入などにより校務の負担軽減が進んでいる
が、教職員の長時間勤務については改善が進んでいるものの、解消に
は至っていない。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

Ａ①91.4％

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

81.2% Ａ

めざす成果及び戦略　３－１ 【学校の活性化】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
教員の子どもと向き合う時間が増え、その指導力を十分に発揮するととも
に、学校の自主性・自律性が高まり、特色ある教育実践が展開されること
により、学校運営の組織的・継続的な改善が図られることをめざす。

・各校において独自の創意のある教育実践が取り組まれるよう、校長に
　よるマネジメント体制や校長・教頭を支援する仕組みの強化を図ると
　ともに、教職員の子どもと向き合う時間が増えるよう、ＩＣＴの活用や外
　部人材の導入などにより校務負担の軽減を進める。
・学校で特色ある教育実践が展開されるよう、学校施設の整備や学校
　配置の適正化などにより安心・安全・良好な教育環境の整備を進める。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①32年度末に、自校の「運営に関する計画」が目標どおり達成できたと
　回答する学校の割合を75％以上にする。

自
己
評
価
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・校長経営戦略支援予算の基本配付　全校
・校長経営戦略支援予算の加算配付　153校
・校長経営戦略支援予算の区担当教育次長執行枠　全区
・教員の公募等、校長の意見を尊重した教員人事の実施
・副校長の配置　小学校10校、中学校12校
・教頭補佐（首席）の配置　小学校31校、中学校15校
・教頭補助の配置　小・中学校計64校
・校長裁量拡大特例校制度の実施

・校長経営戦略支援予算において、各学校・区の取組が迅速かつ適正に
実行できるよう、予算管理や調達業務等の各種事務手続について、引き
続き助言・調整等を行う必要がある。
・教頭補佐（首席）の必要人数。
・校長裁量拡大特例校において、学力向上に向けた取組や学校の組織
マネジメント体制の構築に向けた取組等の進捗状況をこまめに把握する
必要がある。

業績目標の達成状況

・91.0％
・100％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・学校訪問や情報・意見交換会を計画的に実施し、各校における学力向
上に向けた取組の進捗状況の把握や校長としてめざす教育の実現に向
けた取組状況の確認に努め、校長のマネジメントに関して適切な指導助
言を行う。
・教頭補佐（首席）設置数を検討する。
・学校訪問や情報・意見交換会を計画的に実施し、各校における学力向
上に向けた取組の進捗状況の把握や校長としてめざす教育の実現に向
けた取組状況の確認に努め、校長のマネジメントに関して適切な指導助
言を行う。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ニア・イズ・ベターの観点から、区が各学校の取組みを確認し、必要に
応じて支援を行う。また、取組みに対して更なる効果検証が求められてい
る。
・教頭の欠員が生じるまでに至っておらず、受験者数について一定回復
しているものの、適正な競争選考を行うにはまだ十分とはいえない状況
である。国の加配の活用と合わせて副校長・教頭補佐（首席）・教頭補助
の配置を引き続き講じる必要がある。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
各校で校長がリーダーシップを発揮し、独自の創意のある教育実践が取
り組まれるよう、校長経営戦略支援予算等の制度を適正に運用するとと
もに、学校の課題・特性に応じて校長・教頭を補佐する体制の構築・強化
を図る。
　・校長経営戦略支援予算の基本配付　全校
　・校長経営戦略支援予算の加算配付
　・校長経営戦略支援予算の区担当教育次長執行枠　全区
　・教員の公募等、校長の意見を尊重した教員人事の実施
　・副校長の配置　小学校10校、中学校12校
　・教頭補佐（首席）の配置　小学校31校、中学校15校
　・教頭補助の配置　小・中学校計65校
　・校長裁量拡大特例校制度の実施

・校長経営戦略支援予算により実施した取組の年度目標を達成した学校
　の割合　前年度以上
・副校長等の配置校からの報告書で、課題が改善したと回答する学校の
　割合　90％以上

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・校長経営戦略支援予算による取組の目標を達成した学校の割合
　70％未満
・副校長等の配置校で課題が改善したと回答する学校の割合
　60％未満

前年度までの実績
・校長経営戦略支援予算の基本配付　全校
・校長経営戦略支援予算の加算配付　162校
・校長経営戦略支援予算の区担当教育次長執行枠　全区
・教員の公募制等の実施について、29年度末教員人事異動実施
・副校長の配置　小学校10校、中学校12校
・教頭補佐（首席）の配置　小学校28校、中学校18校
・教頭補助の配置　小・中学校計65校
・校長裁量拡大特例校（スーパーリーダーシップ特例校）を30年度から小
　学校５校・中学校５校で実施
・「校長経営戦略支援予算により実施した取組の年度目標を達成した学
　校の割合　81.4％
・副校長の配置により課題が改善したと回答する学校の割合　91.3％

28決算額 937百万 29予算額 1,033百万 30予算額 1,033百万

具体的取組３－１－２ 【校園長によるマネジメントの強化】
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・システムの利活用に関する管理職等の研修会　２回
・情報セキュリティｅ-ラーニングの実施　１回
・教職員向けのシステムに関する広報誌の発行　隔月１回程度
・システムへの意見・要望の集約と改善内容の公表　毎月１回程度
・学校業務改善ワーキンググループの開催　４回

・有効活用できていない学校に対して、支援を行い、情報の共有化による
教育の質の向上を図っていく必要がある。
・学校への調査・照会文書数、月80時間以上の長時間勤務の教職員の
割合ともに、業績目標を達成しているが、依然として長時間勤務の状況
が解消されるには至っておらず、今後とも、引き続き教職員の長時間勤
務の解消にかかる取組を進めていく必要がある。

業績目標の達成状況
・74％
・338件（30年12月末時点。目標達成見込み）
・7.0％→5.6％（30年12月末時点。目標達成見込み）

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・先進的に利用している学校の取組事例を各学校へ展開し、システム利
用全体の底上げを図るとともに、有効的に活用する学校を増やしていく。
・コンサルタント会社より提出された最終報告書を踏まえて、教育委員会
としての指針を作成し、来年度から実施する方向である。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ＩＣＴの活用による学校経営の効率化・高度化を図るために、これまでに
積み上げたICT活用の成功事例の共有化を図る。情報モラルの継続的な
向上を重視し、個人情報の保護、セキュリティ意識の向上と定着を図るた
めに研修等を実施する。システムへの意見・要望等を集約し校務支援
ICTのさらなる利活用の促進に取り組む。
・引き続き調査・照会文書数の削減に向け、各課・担当に対して取組の徹
底について通知し、段階的な削減を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
ＩＣＴの活用による学校経営の効率化・高度化や学校の情報発信の促進、
教員間の知見の共有等を進めるため、セキュリティを含めシステムの運
用の向上と安定を図り、研修等を通じて全校での利活用を促進する。
また、教職員の勤務実態を把握するとともに、校務の効率化を含めた負
担軽減に関する方策を検討する。
　・システムの利活用に関する管理職等の研修会　２回
　・情報セキュリティｅ-ラーニングの実施　１回
　・教職員向けのシステムに関する広報誌の発行　隔月１回程度
　・システムへの意見・要望の集約と改善内容の公表　毎月１回程度
  ・学校業務改善ワーキンググループの開催　３回
民間のコンサルタント会社による専門的な見地からの業務改善策をモデ
ル校で実施し、効果検証を行う。

・学校アンケートで、教育の質の向上を図るために、学校課題や児童生
　徒情報などを教職員で情報共有するなどシステムを有効に活用してい
　ると回答する学校の割合　70％以上
・調査・照会文書数（教委独自分）　前年度以下
・コンサルタント会社がモデル校において業務改善策を実施することによ
　り、教員の長時間勤務の解消を図り、月80時間以上の長時間勤務の
　教職員の割合を減少させる。

【撤退基準】
・（別途決定済）（複数年事業）
・上記目標が未達成の場合、事業手法を再構築する。

前年度までの実績
・システムの利活用に関する管理職等の研修会　３回
・情報セキュリティｅ-ラーニングの実施　１回
・広報誌の発行　毎月1回程度
・学校業務改善ワーキンググループの開催　３回
・「校務の効率化につながっている」とする旨の回答をする学校の割合
　90.5％
・調査・照会文書数（教委独自分）968件

28決算額 899百万 29予算額 894百万 30予算額 1,457百万

具体的取組３－１－３ 【校務負担を軽減するための環境整備】
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組３－１－４ 【学校配置の適正化】

28決算額 14百万 29予算額 12百万 30予算額 ７百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
22年２月の大阪市学校適正配置審議会の答申に基づき、良好な教育環
境を整えるために、課題の改善に向け、区役所と連携し、学校配置の適
正化を進める。
また、市内中心部における児童生徒急増対策について、市長をトップとし
たＰＴ等での議論に基づき、今後当該区をはじめ関係局と連携し、対応策
の検討を行う。
　○特に速やかに「統合」に向けた調整を進める必要がある小学校のう
　　ち
　　　・再編プランに基づき速やかな「統合」に向け調整　８校
　　　・上記以外に再編プランを検討　１校
　○上記以外の適正化対象である11学級以下の小学校のうち
　　　・再編プランに基づき保護者・地域住民への説明会を実施　16校
　　　・再編プランを検討　58校

　

適正化対象校のうち再編プランが確定した学校数　前年度以上

【撤退基準】
再編プランの確定校数を前年度より増やすことができなければ、事業手
法を再構築する。

前年度までの実績
・特に速やかに「統合」に向けた調整を進める必要がある小学校のうち
　　統合を決定　１校
　　再編プランを確定　７校
　　再編プランを検討中　１校
・上記以外の適正化対象である11学級以下の小学校のうち
　　・統合を決定　１校
　　・再編プランに基づき保護者・地域住民への説明会を実施　15校
　　・再編プランを検討中　58校

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

再編プランについては、各区が主体となり、速やかに統合に向けた調整
を進める必要があるとしている規模の小学校での取組みを進めているも
のの、保護者や地域の理解を得られていない。
引き続き、保護者や地域に対しての説明会や協議を行い、学校配置の
適正化を進めていく必要がある。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

○特に速やかに「統合」に向けた調整を進める必要がある小学校のうち
　　・再編プランに基づき速やかな「統合」に向け調整　８校
　　・上記以外に再編プランを検討　１校
○上記以外の適正化対象である11学級以下の小学校のうち
　　・再編プランに基づき保護者・地域住民への説明会を実施　16校
　　・再編プランを検討　58校

学校配置の適正化については、確定したプランに基づき、具体化に向け
た地域説明などを実施することとなるが、校区により地域性が大きく異な
ることから、当該地域の意見を十分に踏まえたうえで進めていく必要があ
る。

業績目標の達成状況

・24校
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

再編プランについては、区役所・教育委員会が連携し、地域や保護者な
どの意見を集約するとともに、学校現場の実情も鑑みながら、関係方面
への調整を行い、内容の確定を行っていく。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・当初老朽改築は実施設計を11校としていたが、関係先との調整の結果
10校となった。
・安全・安心・良好な教育環境の確保に向けて、老朽改築とともに、新た
に施設を長く維持するための長寿命化改修を実施し、学校施設の整備に
取り組んでいく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・老朽改築　　実施設計10校
・長寿命化改修　　耐力度調査　23校88棟、実施設計8校28棟

・今後、さらに老朽化した校舎が増えることから、施設の更新・維持管理
に係る事業費の縮減や平準化に努めながら、学校施設の整備を行う必
要がある。

業績目標の達成状況

・取組実績どおり
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・施設を長く維持するための長寿命化改修工事を確実に実施し、中長期
的な施設の更新・維持管理にかかる事業費の縮減を図る。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組３－１－５ 【学校施設の老朽化への対応】

28決算額 2,627百万 29予算額 2,410百万 30予算額 964百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
取組内容どおり

【撤退基準】
計画どおり整備ができなかった場合は、事業手法を再構築する。

前年度までの実績
・老朽改築　　実施設計９校　工事５校
・長寿命化改修　　耐力度調査16校48棟　実施設計４校６棟

高度成長期以降、昭和40年代後半から昭和57年代にかけて建設された
校舎等の老朽化が進んでいることから、安全・安心・良好な教育環境の確
保に向けて、老朽改築と共に、施設を長く維持するための長寿命化改修
を実施することで、施設の更新・維持管理に係る事業費の縮減や平準化
に努めながら、学校施設の整備を行う。
　・老朽改築　　実施設計11校
　・長寿命化改修　　耐力度調査　23校88棟、実施設計8校28棟
 

33



【様式２】

円 円 円

めざす成果及び戦略　３－２ 【教職員の資質向上と能力発揮】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
優れた教育実践の創造・共有が進み、教員の指導力が高まることにより、
児童生徒の学習に対する理解や興味・関心が高まることをめざす。

優れた教育実践の創造・共有が進むよう、教員の主体的な研究を支援
し、その結果を「知」の財産として共有するための環境を整備するととも
に、経験豊富な教員から若手教員への指導技術が継承されるよう、メン
ター（若手教員リーダー）の育成や校内研修の支援を推進する。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

①32年度末に、全国調査の「国語・算数（数学）の授業の内容はよくわか
　りますか」「国語・算数（数学）は好きですか」の項目について、「当ては
　まる（どちらかといえば、当てはまる）」と答える児童生徒の割合を全国
　平均以上にする。

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

すぐに活用できる教材・資料・ワークシートや、若手教員が参考にできる

教科指導の動画等を掲載する等、「waku×2.com－bee（大阪市の授業の
スタンダード）」コンテンツの充実を図る。また、教育指導員による直接指
導や若手教員育成を中心とした校園内研修の充実・活性化を図ってい
く。

児童生徒の理解度向上に係る目標については、概ね前年度より改善さ
れている。目標達成に向け、教員の指導力向上に向けた取組の充実が
引き続き必要である。

①「わかる」
　　小学校：国語86.7％、算数84.1％
　　中学校：国語80.9％、数学70.6％
　　（全国）小学校：国語未測定、算数83.4％
　　　　　　 中学校：国語未測定、数学71.0％
　「好き」
　　小学校：国語61.8％、算数65.1％
　　中学校：国語未測定、数学49.1％
　　（全国）小学校：国語未測定、算数64.0％
　         　中学校：国語未測定、数学53.9％

「わかる」

小国82.0％、小算

80.7％、中国

73.0％、中数

67.0％

（全国）

小国82.2％、小算

80.6％、中国

74.9％、中数

64.9％

「好き」

小国60.9％、小算

64.6％、中国

57.0％、中数

50.7％

（全国）

小国60.5％、小算

65.9％、中国

60.5％、中数

55.4％

Ｂ Ｂ

具体的取組３－２－１ 【教育実践のイノベーションにつながる研究の推進】

28決算額 95百万 29予算額 89百万 30予算額 89百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
教員としての資質や指導力等の向上に向けた実践的な研究活動を支援
することにより、大阪市の教育を担う人材を育成する。
　・「がんばる先生支援」教員グループへの研究支援　101組
　・大阪市教育センター研究指定校　15校
　・汎用性のある研究成果のホームページへの掲載

　・「ｗａｋｕ×2.ｃｏｍ-ｂｅｅ」（大阪市の授業のスタンダー ド）への反映等

・「がんばる先生支援」教員グループへの研究支援に関する審査会にお
　いて、達成目標に到達していると評価された研究の割合　100％
・大阪市教育センター研究指定校へのアンケート等において「研究によっ
　て、教員の授業改善や組織の活性化に結びついた」とする旨を回答す
　る学校の割合　100％
・「がんばる先生支援」教員グループへのアンケート及び大阪市教育セ
　ンター研究指定校へのアンケートにおいて、「教員自身の指導力の向
　上が図られた」とする旨を回答する学校の割合　90％以上

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・達成目標に到達した「がんばる先生支援」教員グループ研究の割合
　70％未満
・教員の授業改善や組織の活性化に結び付いた研究の割合  70％未満
・「教員自身の指導力の向上が図られた」とする研究の割合  70％未満

前年度までの実績
・「がんばる先生支援」教員グループへの研究支援　101組
・大阪市教育センター研究指定校　15校

・研究成果をＳＫＩＰポータルサイト「waku×2.com-bee」（大阪市の授業の
　スタンダード）ポータルサイトへ掲載
・目標に到達していると評価された「がんばる先生支援」グループ研究の
　割合　100％
・「研究によって、教員の授業改善や組織の活性化に結びついた」とする
　旨を回答する学校の割合　100％
・「教員自身の指導力の向上が図られた」とする旨を回答する学校の割
　合　100％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

教員の資質や指導力等の向上をめざし、各校園の自主的・主体的な研
究活動への支援を充実させる。①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない

②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「がんばる先生支援」教員グループへの研究支援　111組
・大阪市教育センター研究指定校　15校
・汎用性のある研究成果のホームページへの掲載

・「ｗａｋｕ×2.ｃｏｍ-ｂｅｅ」（大阪市の授業のスタンダー ド）への反映等

・教員の資質や指導力等の向上をめざし、各校園の自主的・主体的な研
究活動への支援を充実させる必要がある。

業績目標の達成状況
・100％
・100％
・100％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・各校園の自主的・主体的な研究活動への支援を充実させ、研究の質を
向上させるために支援内容を検討する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組３－２－２ 【若手教員の指導力向上と校内研修の支援】

28決算額 20百万 29予算額 20百万 30予算額 20百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
メンターの育成・活用を通して組織的な若手教員の育成に取り組み、教員
相互の学び合いにつながる校内研修が実施されるよう、退職校長の派遣
や研修の実施等の支援を行う。
　・２年目教員の直接指導および授業・保育研究を伴う校園内研修体制
　　づくりへの支援のための退職校長等の派遣　1,310回
　・小・中学校のメンター研修　２回、校内研修主担者研修   ２回
　・幼稚園・小・中学校のOJTグループ研修　１回

・教育センター事業評価アンケート（１月）で「授業が『わかる』『楽しい』と
　答える児童・生徒が増えた」とする旨の肯定的回答をする学校の割合
　80％以上
・教育センター事業評価アンケート（１月）で「ＯＪＴによって、授業に関す
　る指導技術力が高まった」とする旨の肯定的回答をするＯＪＴ対象の
　学校の割合　80％以上

【撤退基準】
・上記学校調査の回答の割合が70％未満の場合、事業手法を再構築す
　る。

前年度までの実績
・校内研修と校内組織づくりの支援のための退職校長等の派遣
   1,613回（２年目教員対象の指導助言含む）
・メンター研修２回、校内研修主担者研修２回
・２年目教員への指導助言の満足度
　  幼稚園　園長100％、２年目教員100％
　　小学校　校長98％、２年目教員98％
　  中学校　校長98％、２年目教員97％
・「授業が『わかる』『楽しい』と答える児童・生徒が増えた」とする
　旨の回答をする校長・ＯＪＴ受講者の割合
　  小学校　校長95％、OJT受講者90％
　  中学校　校長90％、OJT受講者97％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

若手教員の指導力向上については、多くの学校が意欲的に取り組む中、
管理職の意識の違いにより差が生じている。進んでいない学校に対して
は、教育指導員を通じて具体的なアドバイスをし、若手教員の育成を促
す。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・２年目教員の直接指導および授業・保育研究を伴う校園内研修体制づく
りへの支援のための退職校長等の派遣　1,859回
・小・中学校のメンター研修　２回、校内研修主担者研修   ２回
・幼稚園・小・中学校のOJTグループ研修　１回

・若手教員の子ども理解を基盤とした「質の高い授業・保育」を目指した
指導力の向上をさらに図る必要がある。

業績目標の達成状況
・小学校94％、中学校89％
・幼稚園100％、小学校95％、中学校96％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・２年目教員の個々の課題改善にむけて、学校園と教育指導員の連携を
強化し、指導力だけでなく、児童、生徒、幼児に対する理解力の向上を図
る。さらに、各校園の２年目教員の直接指導および校園内研修体制づく
りへの支援を継続し、若手教員育成を中心とした校園内研修の充実・活
性化を図る。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組３－２－３ 【シンクタンク機能の充実】

28決算額 39百万 29予算額 76百万 30予算額 65百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・全国学力・学習状況調査等の詳細かつ多面的な分析によって得られた
　客観的な結果をもとに、本市及び各小中学校の取組の成果と課題を検
　証し、各校の取組の改善･強化に役立てる。

・「waku
×2

.com－bee（大阪市の授業のスタンダード）」のコンテンツ追加
　更新を行うとともに、各校の校内研修や教育センターでの研修等に有
  効に活用する。
・重点的に学力向上を図る研究校を指定し、大学等の外部と連携して調
　査研究を進め、学校の学力向上の取組を多面的総合的に支援する。
　　・大学・行政機関連携モデル校　小学校６校、中学校３校
　　・校長裁量拡大特例校　小中合わせて10校程度

・「自校の全国学力学習状況調査の結果を大阪市の結果と併せて分析
　し、具体的な教育指導の改善や指導計画等へ反映させている」学校の
　割合　95％以上

・「waku
×2

.com－bee（大阪市の授業のスタンダード）」を校内研修等に
　活用した学校の割合　85％以上
・校長裁量拡大特例校のうち、学校の実態に応じて設定した学力向上に
　かかる年度目標を達成した学校の割合　100％
【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・「自校の全国学力学習状況調査の結果を大阪市の結果と併せて分析
　し、具体的な教育指導の改善や指導計画等へ反映させている」学校の
　割合  90％以下

・「waku×2.com－bee（大阪市の授業のスタンダード)」を校内研修等に
　活用した学校の割合　70％以下
・学力向上にかかる年度目標を達成した学校の割合　50％未満

前年度までの実績

・「waku
×2

.com-bee（大阪市の授業のスタンダード）」に50コンテンツ追
　加、拡充するとともに、校内研修等に有効に活用。
・全国学力・学習状況調査の分析　小学校290校、中学校130校
・大学・行政機関連携モデル校　小学校６校、中学校３校
・校長裁量拡大特例校（スーパーリーダーシップ特例校）を30年度から小
　学校５校・中学校５校で実施。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・waku
×2

.com-beeの閲覧回数が増加しているが、各校の校内研修での
活用には繋がっていない。
･教員のニーズに応じた指導案をさらに増やしていく必要がある。

･waku
×2

.com-beeの動画配信も含めたコンテンツ追加更新を行う作業を
随時進めていく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・全国学力・学習状況調査等の分析　全小・中学校

・「waku×2.com－bee（大阪市の授業のスタンダード）」のコンテンツ追加
　更新（2392件追加）を行うとともに、各校の校内研修や教育センターでの
研修等に有効に活用する。
・重点的に学力向上を図る研究校を指定し、大学等の外部と連携して調
査研究を進め、学校の学力向上の取組を多面的総合的に支援する。
　　・大学・行政機関連携モデル校　小学校６校、中学校３校
　　・校長裁量拡大特例校　小中合わせて10校

・教員がポータルサイトを効果的に活用できるようにするため、各校や教
育研究会と連携し、コンテンツ数及び内容の充実を図る必要がある。

業績目標の達成状況

・97％
・100％
・100％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・2020年の新学習指導要領の施行に伴い、内容に準じたコンテンツの更
新・追加を進める。さらに、指導案や実践事例以外にも、すぐに活用でき
る教材・資料・ワークシートや、若手教員が参考にできる教科指導の動画
等のコンテンツの充実を図る。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組３－２－４ 【小中一貫教育の推進】

28決算額 1,190百万 29予算額 1,869百万 30予算額 147百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
すべての中学校区に、「大阪市小中連携推進プラン」に沿って各校区の
「小中連携アクションプラン」を作成させるとともに、各校区のアクションプ
ランに基づき小中連携した取組が実施されるよう、実施に課題がある学
校を中心に支援を行う。
また、９年間を見通した特色のある教育が実践されるよう、施設の立地や
状況に応じた一貫校（施設一体型・隣接型）の環境整備を進める。
　・小中連携コーディネーターを対象とした研修の実施　年２回
　・咲洲みなみ小中一貫校の開校(30年4月)

・小中連携した教育に関する取組を進め、学校調査で「中学進学に不安
　を抱く児童が減少した」とする旨の回答の割合　前年度同等

【撤退基準】
以下の状態ならば、事業手法を再構築する。
・上記学校調査の回答の割合　80％未満

前年度までの実績
・小中連携コーディネーターを対象とした研修の実施　２回
・29年4月に日本橋小中一貫校を開校
・施設一体型小中一貫校４校の児童生徒を全市から募集
・咲洲みなみ小中一貫校の工事
・中学進学に不安を抱く児童が減少したとする旨の回答の割合
　96.6％
・小中連携した７項目のうち５項目以上実施した中学校区の割合
　76.2％

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

小中連携した取組がさらに充実したものとなるように第２回の小中連携
コーディネーター研修の内容を工夫し企画する。①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない

②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・小中連携コーディネーターを対象とした研修の実施　年２回
・咲洲みなみ小中一貫校の開校(30年4月)

・出前授業や相互授業参観などの小中連携による取組については、各中
学校区において一定定着してきたが、さらなる小中一貫教育の推進にあ
たっては、より一層の教育内容における連続性・系統性が必要である。

業績目標の達成状況

・95.4％
①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・小中連携コーディネーター研修等を活用し、各校が連続性・系統性のあ
る教育内容の有用性について理解を深め、取組が進むよう支援する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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