
令和４年度　組織別設定目標【教育委員会事務局①】

学校教育室
学校教育課

古市幼稚園
駒ヶ谷幼稚園
西浦幼稚園
埴生幼稚園

羽曳が丘幼稚園
白鳥幼稚園
高鷲南幼稚園
古市南幼稚園
埴生南幼稚園

羽曳野市の教育大綱の基本理念である「豊かな人生を切り拓き 社会の持続可能な発展を支える人づくり」の
実現に向け、各学校において，変化する社会を生きる力を育成するとともに，地域とともにある学校づくりを
推進するほか，羽曳野への愛着や誇りと未来へ飛躍する力を育成するための取組を進める。

学校教育室

生涯学習室

世界遺産・文化財総合管理室

生涯にわたる基礎を培う就学前児童の教育・保育の充実
子どもの生きる力を育む学校教育の充実
子どもの健やかな成長を支える環境づくり
子どもを育む学校・家庭・地域の連携
市民の生涯にわたる学びの充実

教育委員会事務局

学校教育室
教育総務課

生涯にわたる基礎を培う就学前児
童の教育・保育の充実
子どもの生きる力を育む学校教育
の充実
子どもの健やかな成長を支える環
境づくり
子どもを育む学校・家庭・地域の
連携

学校教育室
学校教育課

「豊かな人生を切り開き社会の持
続可能な発展をさせる人づくり」
の実現に向け、各学校において、
変化する社会を生きる力の育成す
るための取組
地域とともにある学校づくりを推
進するほか、羽曳野への愛着や誇
りと未来へ飛躍する力を育成する
ための取組

学校教育室
食育・給食課

児童及び生徒の心身の健全な発達
に資するため、かつ、児童及び生
徒の食に関する理解と適切な判断
力を養う上で重要な役割を果たす
ため、安全な学校給食の提供と学
校における食育の推進を図る。

学校教育室
食育・給食課

第１学校給食センター
第２学校給食センター



令和４年度　組織目標設定シート

教育委員会事務局

方針 教育委員会事務局

教育委員会の運営に関する事務

教育委員会事務局の総括事務

就学前教育・保育の充実

幼稚園における幼児教育での適正規模化

幼稚園等における安心・安全な施設運営

幼稚園から小学校への円滑な接続

安心・安全な学校園づくり

育ちと学びを一貫して支える特色ある学校園・地域づくり

信頼される学校づくり

豊かな心と健やかな体を育む学校園づくり

確かな学力を保証する学校園づくり

安心・安全な学校給食の計画・提供及び食育の促進

学校給食センターの運営に関すること

多様な学習機会の提供

文化活動の促進や活動拠点の環境整備

社会教育関係団体等との連携

スポーツ・レクレーション活動を通じたスポーツの普及促進

図書館サービスの充実

生涯学習拠点施設の運営

世界文化遺産の保存・活用

文化財の調査・保存・活用

安心・安全な学校施設等の整備

学校プールのあり方と来年度に向けた水泳授業の方向性の検討

学校給食センターの新築移転に向けた関係課との協議・調整

中学校全員給食の実現に向けた検討

afterコロナ・withコロナ対策をふまえた各種イベント、団体運営等への対応

学校規模の適正化に向けた庁内会議での検討

藤井寺市と連携した「古市古墳群」の世界遺産価値のＰＲ

こどもえがお部との情報共有の強化と補助執行の整理

教育長をトップとした教育委員会事務局の組織確立と連携強化

○組織の基本方針等

生涯にわたる基礎を培う就学前児童の教育・保育の充実
子どもの生きる力を育む学校教育の充実
子どもの健やかな成長を支える環境づくり
子どもを育む学校・家庭・地域の連携
市民の生涯にわたる学びの充実

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室

室の方針 学校教育室

安心・安全な学校園づくり

育ちと学びを一貫して支える特色ある学校園・地域づくり

信頼される学校園づくり

豊かな心と健やかな体をはぐくむ学校園づくり

確かな学力を保障する学校園づくり

学校規模適正化に向けた庁内検討委員会における中期的なプラン作成

令和5年度実施予定の教育改革審議会の委員選定と諮問（案）の作成

ＩＣＴ支援員、ＧＩＧＡスクールサポーターの効果的な活用

ＡＩ学習アプリの積極的活用

調理業務委託している民間事業者との調整及び監督

多子世帯給食費助成の詳細なスキーム作成と事業実施

学校プール施設点検調査結果をうけた今後の学校プール（水泳授業）のあり方検討

教育振興基本計画の策定

適応指導教室の市西部地区における試験的実施および効果検証

○組織の基本方針等

羽曳野市の教育大綱の基本理念である「豊かな人生を切り拓き 社会の持続可能な発展を支
える人づくり」の実現に向け、各学校において，変化する社会を生きる力を育成するととも
に，地域とともにある学校づくりを推進するほか，羽曳野への愛着や誇りと未来へ飛躍する
力を育成するための取組を進める。

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

コミュニティスクール導入に向けた検討を行うなど、学校を拠点に地域社会全体で子どもた
ちの学びや育ちを支える協働体制の構築



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　教育総務課

課の方針 学校教育室　教育総務課

教育委員会の運営に関する事務

教育委員会事務局の総括事務

安心・安全な学校園づくり

育ちと学びを一貫して支える特色ある学校園・地域づくり

信頼される学校づくり

豊かな心と健やかな体を育む学校園づくり

確かな学力を保証する学校園づくり

多様な学習機会の提供

安心・安全な学校施設等の整備

学校プールのあり方と来年度に向けた水泳授業の方向性の検討

幼稚園・保育園・こども園に関するこどもえがお部との情報共有の強化

教育振興基本計画の策定に向けた検討

市立学校園におけるＩＣＴ環境の整備

市立学校園の運営に係る支援

こども未来部との補助執行に係る整理

○重点目標項目

○組織の基本方針等

生涯にわたる基礎を培う就学前児童の教育・保育の充実
子どもの生きる力を育む学校教育の充実
子どもの健やかな成長を支える環境づくり
子どもを育む学校・家庭・地域の連携

○組織の主要施策、事務
事業



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　食育・給食課

課の方針 学校教育室　食育・給食課

安心して学べる教育環境づくりの推進

小中学校給食提供事業及び学校給食センター等施設運営管理事業の安定実施

学校給食センター移転建替え整備に伴う整備基本計画及び基本設計者等の選定業務実施に着手。

小学校給食の一部民間調理事業者への調理等委託実施に伴う調整・監督等。

中学校全員給食について検討するための基礎調査の実施及び調査報告に伴う今後のスキーム作成に着手。

多子世帯学校給食費助成金の交付要綱の制定及び事業実施に着手。

学校食育指導推進のための仕組みづくりに着手する。

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等
児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、かつ、児童及び生徒の食に関する理解と適
切な判断力を養う上で重要な役割を果たすため、安全な学校給食の提供と学校における食育
の推進を図る。



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課

課の方針 学校教育室　学校教育課

小・中・義務教育学校への入学、転出入に関すること。

援助費（医療券など）に関すること。

学校保健全般に関すること。

小・中・義務教育学校教職員指導に関すること。

小・中・義務教育学校教職員人事に関すること。

市立幼稚園に関すること。

府立支援学校への転学、府立支援学校からの転入に関すること。

就学相談（教育相談）に関すること。

GIGAスクールにおけるICT教育について

外国語教育における取組みの実施

学校規模適正化に向けての取組みについて

今後の水泳授業について

令和4年度の校務支援システム保守・運用等について

人権教育・学力向上推進・支援教育・食育及び生活習慣指導における取組の実施

学校及び園運営（経営、組織と運営、人の管理・育成、地域連携と渉外）について

他課との連携・共働について

コロナ感染拡大防止に向けてクラスター予防対策の実施

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等

「豊かな人生を切り開き社会の持続可能な発展をさせる人づくり」の実現に向け、各学校に
おいて、変化する社会を生きる力の育成するための取組
地域とともにある学校づくりを推進するほか、羽曳野への愛着や誇りと未来へ飛躍する力を
育成するための取組



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　古市幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　古市幼稚園

園独自の教育方針、計画の作成

園児への指導の在り方、支援を要する園児に対する支援の仕方

職員研修の充実・保育技術のスキルアップ

地域とのつながり及び保護者の子育て力の向上

保育計画（月案・週案・日案）の再構築

自尊感情を育む

コミュニケーション能力を育てる

共通認識を深め、高まりあえる職場環境をつくる

地域、保護者への魅力ある情報発信

子育て力ＵＰをめざし、家庭と幼稚園が密につながる

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等
園児一人ひとりが、様々な人と関わり，豊かな心を育み充実した園生活を過ごすことができ
るように。



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　駒ヶ谷幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　駒ヶ谷幼稚園

幼稚園教育の質の向上に向けて　

人材育成・教師の専門性を高める

地域連携をすすめ、地域のよさを生かす取り組み

幼児が主体的にかかわる環境構成の工夫について

幼児理解をもとに、指導計画、展開、評価、改善を行う

個別支援計画を作成し関係機関、保護者との連携を行う

園内研修を行い、チームとしてお互い高め合う

校区連携をすすめる

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等
教育目標「心豊かでたくましく力いっぱい遊ぶ子どもを育てる」とし幼児期にふさわしい生
活が展開され、共に育ち合える幼稚園つくり



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　西浦幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　西浦幼稚園

安心・安全な園づくり

幼小中一貫教育の推進

信頼される園づくり

豊かな心と健やかな体をはぐくむ園づくり

安全管理の徹底

中学校校区での連携

教育コミュニティづくりの推進

教職員の資質向上

人権教育の推進

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等 心豊かですこやかに　力いっぱい遊ぶ子どもを育てる



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　埴生幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　埴生幼稚園

幼児期にふさわしい生活の展開

一人一人の発達の特性に応じた関わり

遊びを通した総合的な指導

人材育成

情報提供の充実

子育て支援

今年度の子どもに適した、行事の精選や保育内容を検討

コロナ対策を講じながらできる行事内容・実施方法の検討

一人一人の教員の力量形成（知識・技能・得意分野）の認識

子どもの様子・表情・育ちなどを可視化し、保護者や地域へ発信

幼稚園教育で大切にしたいこと等を文書にして配布

地域における子育て支援の強化

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等 心豊かですこやかに　力いっぱい遊ぶ子どもを育てる

遊びを分析し、PDCAサイクルに基づき、目指す子ども像やクラス像、指導内容を明確化し、
職員間で情報を共有する



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　羽曳が丘幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　羽曳が丘幼稚園

３・４・５歳児の豊かな教育の充実

園児・職員の安全を守る危機管理

職員一人一人の経験や個性に合わせた人材育成

子育ての喜びを感じ、不安を共に考えられる家庭支援

幼児期への期待がもてる未就園児保育

人と触れ合う温かさを感じられる地域交流

ドキュメンテーションを通した幼児理解と指導計画の作成、保育の展開

園内研修の改革・充実

多様な体験を学びへとつなげる教育（１０の姿を通して）

一人一人の発達に合わせた援助・支援、関係機関との連携

保護者による幼稚園教育への理解推進、成長・課題の共有

未就園児保育の拡大・充実・発信

地域の諸団体との交流

小学校との多様な連携

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等
＜生きる力＞の基礎を培い、心豊かにたくましく生きる子どもの育成を図るとともに、地域
に開かれた幼稚園としての役割を果たす。



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　白鳥幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　白鳥幼稚園

一人ひとりを大切にする保育とつながりあえる保育

基本的生活習慣の確立

体験を大切にした保育活動

園児にかかわるすべての教職員の資質・指導力の向上

一人ひとりの発達や育ちに応じた指導・援助を

言葉の獲得や言語をつかったコミュニケーション能力の育成

健康な身体づくりのために食育、健康管理を行う

自分のことを自分でできるように活動の前後の指導

五感を通した体験活動

自然体験活動（園外活動）の計画・実施

社会体験活動（小学校との交流、園外活動）の計画実施

教材研究（絵本や活動に応じた素材の選別）

園児の心の動きを見通し適切な環境づくり

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等
心豊かですこやかに力いっぱい遊ぶ子どもを育てる
自分の力を十分に発揮し、友だちと共に主体的に遊びを進める子の育成



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　高鷲南幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　高鷲南幼稚園

幼稚園教育の充実　

魅力ある幼稚園づくり

子育て支援の充実

教員の意識改革の推進

幼児期のふさわしい学びの教育  (教育内容の充実・見直し)

開かれた信頼される園づくり

公立幼稚園の良さ、園児確保にむけての幼稚園PRの改善　　

幼児期に必要な教育相談、情報提供　

教職員の共通理解を深めながらチームワークづくり　教育力を最大限発揮できる環境づくり

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等 一人ひとりが輝くことのできる幼稚園づくり



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　古市南幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　古市南幼稚園

園の教育方針や運営について

園と保護者の連携

教職員の育成

外部講師による人材活用において取り組みの強化

園児数減少に伴う特化した対策

小学校・中学校・地域との連携

安全面に配慮した運営

保護者に、わかりやすく教育方針・具体的な取り組みの内容・取り組みの成果を発信

コロナ感染症防止対策を講じつつ、工夫した行事の取組み実施

保育参観や保育参加の実施　　降園時に子どもの様子を丁寧に伝える

園内研修や公開保育など実施

栄養教諭による食育だよりの発刊や園児・保護者対象の食育講座を実施

コロナ感染症防止対策を講じながら、小学校や中学校交流を継続して実施

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等
教職員一人ひとりの得意分野を十分に発揮し、皆が一丸となり協力体制で、子どもの教育・
保育に取組む。

未就園児教室の案内を広報板に掲示　　未就園児教室において、栄養教諭による食育相談の
実施　　未就園児による保育体験や園児との交流の実施

遊具や保育室などの安全点検の実施　　生活道路に面した正門による飛び出し注意　　園外
保育において事前の危険箇所確認



令和４年度　組織目標設定シート

学校教育室　学校教育課　埴生南幼稚園

園の方針 学校教育室　学校教育課　埴生南幼稚園

一人ひとりを大切にした保育

保育幼児期の発達にふさわしい環境づくり

子育て支援の充実

教職員の人材育成

一人ひとりの発達に応じた支援を行い、情報共有する

健やかな体づくりのための食育（命をつなぐ・感謝の気持ち）を取組

未就園児教室、園庭開放など、地域の子育て支援の強化

保護者支援のつながりをつくるための活動を実施

教職員（個人、チーム力）の資質向上

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目

○組織の基本方針等
教育目標 「心豊かですこやかに力いっぱい遊ぶ子どもを育てる」「豊かな心と健やかな体
を育てる」


